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Security Hub の利点

AWS Security Hubとは？
AWS Security Hub では、AWS のセキュリティ状態を包括的に把握することが可能で、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た環境チェックを行うのに有効です。

Security Hub は、AWS アカウント、サービス、およびサポートされているサードパーティーパートナー
製品からセキュリティデータを収集するため、セキュリティの傾向を分析し、最も優先度の高いセキュリ
ティ問題を特定するのに役立てることができます。

トピック
• AWS Security Hub の利点 (p. 1)
• Security Hub の使用方法 (p. 1)
• AWS Security Hub の無料トライアル、使用状況、料金 (p. 2)
• AWS SDK でSecurity Hub を使用する (p. 3)

AWS Security Hub の利点
結果の収集と優先順位付けの労力を削減
Security Hub は、統合された AWS サービスおよび AWS パートナー製品からセキュリティ結果を収集
し、複数のアカウント間で優先順位付けする労力を軽減します。Security Hub は、標準的な結果形式を使
用して結果データを処理します。これにより、複数の形式の結果データを管理する必要がなくなります。
その後、Security Hub はプロバイダー全体にわたり結果を関連付け、検結果を優先順位付けします。

ベストプラクティスと標準に対する自動セキュリティ
チェック
Security Hub は、AWS のベストプラクティスと業界標準に基づいて、継続的なアカウントレベルの設定と
セキュリティチェックを自動的に実行します。Security Hub は、これらのチェックの結果を準備状況スコ
アとして提供し、注意の必要なアカウントおよびリソースを特定します。

アカウントとプロバイダーでの結果の統合ビュー
Security Hub は複数のアカウントとプロバイダーの製品間のセキュリティ結果を統合して、Security Hub 
コンソールに結果を表示します。これにより、現在の全体的なセキュリティ状態を表示して傾向を把握
し、潜在的な問題を特定し、必要な修復手順を実行することができます。

結果の修復を自動化する機能
Security Hub は Amazon EventBridge との統合をサポートしています。特定の結果の修復を自動化するた
めに、結果を受け取ったときに実行するカスタムアクションを定義できます。たとえば、チケット発行シ
ステムや自動修復システムに結果を送信するなどのカスタムアクションを設定できます。

Security Hub の使用方法
Security Hub は次の方法で使用できます。
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Security Hub の無料トライアル、使用状況、料金

Security Hub コンソール

AWS Management Console にサインインして、AWS Security Hub コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。

Security Hub API

Security Hub にプログラムからアクセスするには、Security Hub API を使用します。これにより、
サービスに HTTPS リクエストを直接発行することが許可されます。詳細については、「AWS 
Security Hub API リファレンス」を参照してください。

Security Hub を有効にすると、有効にした AWS サービス (Amazon GuardDuty、Amazon 
Inspector、Amazon Macie など) からの結果の消費、集約、整理、優先順位付けが開始されます。ま
た、AWS パートナーのセキュリティ製品との統合を有効にすることもできます。統合することで、これら
のパートナー製品から、結果を Security Hub に送信することもできます。「製品の統合 (p. 234)」を参
照してください。

Security Hub は、AWS ベストプラクティスとサポートされている業界標準に基づいて、継続的な自
動セキュリティチェックを実行することによって、独自の結果を生成します。「標準とコントロー
ル (p. 273)」を参照してください。

Security Hub はその後、プロバイダー間で結果を関連づけて統合し、最も重要な結果に優先的に対処で
きるようにします。「the section called “結果リストと詳細を表示する” (p. 76)」および「the section 
called “結果に対してアクションを実行するには” (p. 81)」を参照してください。

Security Hub では、インサイトを作成することもできます。インサイトは、[Group by] (グループ化) フィ
ルターを適用した場合にグループ化された結果のコレクションです。インサイトを使用することで、修
復が必要になる可能性のある一般的なセキュリティ上の問題を特定するのに役立ちます。Security Hub に
は、いくつかのマネージド型インサイトが含まれており、カスタムインサイトを作成することもできま
す。「インサイト (p. 218)」を参照してください。

Important

Security Hub は、有効にした後に生成された結果のみを検出して統合します。Security Hub を有
効化する前に生成されたセキュリティ結果までさかのぼって、検出したり統合したりすることは
ありません。
Security Hub は、アカウントで有効にしたリージョンからの結果のみを受信し、処理します。
CIS AWS Foundations Benchmark セキュリティチェックに完全に準拠するには、すべての AWS 
リージョンで Security Hub を有効にする必要があります。

AWS Security Hub の無料トライアル、使用状況、
料金

初めて Security Hub を有効にすると、ユーザーの AWS アカウントは自動的に 30 日間の Security Hub 無
料トライアルに登録されます。

無料トライアル期間中に Security Hub を使用する場合、AWS Config アイテムなどの Security Hub がやり
取りする他のサービスについては使用量に応じて課金されます。Security Hub セキュリティ標準によって
有効化されている AWS Config ルールに対して課金されることはありません。

無料トライアルが終了するまで、Security Hub の使用に対して課金されることはありません。

Note

Security Hub 無料トライアルは、中国 (北京) リージョンではサポートされていません。
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使用状況の詳細と見積もりコストの表示

使用状況の詳細と見積もりコストの表示
Security Hub は、Security Hub を 30 日間使用した場合の推定コストなどを含んだ、使用状況に関する情
報を提供します。使用状況の詳細には、無料トライアルの残り時間が含まれます。無料トライアル中の使
用状況に関する情報から、無料トライアル終了後の Security Hub のコストを容易に理解することができま
す。

使用状況の情報を表示するには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
3. [Settings] (設定) ページで、[Usage] (使用状況) を選択します。

予想される月額コストは、30 日間で推定された、アカウントの Security Hub による結果とセキュリティ
チェックの使用状況に基づいています。

使用状況と見積もりコストは、現在のリージョンのみのもので、Security Hub が有効になっているすべて
のリージョンのものではありません。集約リージョンでは、使用情報と見積コストには、リンクされた
リージョンは含まれません。リンクされたリージョンの詳細については、「the section called “クロスリー
ジョン集約の仕組み” (p. 62)」を参照してください。

料金詳細の表示
取得した結果とセキュリティチェックに関する Security Hub の課金方法については、「Security Hub の料
金」を参照してください。

AWS SDK でSecurity Hub を使用する
AWS ソフトウェア開発キット (SDK) は、多くの一般的なプログラミング言語で使用できます。各 SDK に
は、デベロッパーが好みの言語でアプリケーションを簡単に構築できるようにする API、コード例、およ
びドキュメントが提供されています。

SDK ドキュメント コードの例

AWS SDK for C++ AWS SDK for C++ コードの例

AWS SDK for Go AWS SDK for Go コードの例

AWS SDK for Java AWS SDK for Java コードの例

AWS SDK for JavaScript AWS SDK for JavaScript コードの例

AWS SDK for Kotlin AWS SDK for Kotlin コードの例

AWS SDK for .NET AWS SDK for .NET コードの例

AWS SDK for PHP AWS SDK for PHP コードの例

AWS SDK for Python (Boto3) AWS SDK for Python (Boto3) コードの例

AWS SDK for Ruby AWS SDK for Ruby コードの例

AWS SDK for Rust AWS SDK for Rust コードの例

AWS SDK for Swift AWS SDK for Swift コードの例
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AWS SDK の操作

可用性の例

必要なものが見つからなかった場合。このページの下部にある [Provide feedback] (フィードバッ
クを送信) リンクを使用して、コードの例をリクエストしてください。
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用語と概念
このトピックでは、使用開始に役立つ AWS Security Hub の主要な概念について説明します。

アカウント

AWS リソースを含む標準のアマゾン ウェブ サービス (AWS) アカウント。アカウントを使用して 
AWS にサインインし、Security Hub を有効にできます。

アカウントは他のアカウントを招待して、Security Hub を有効にし、Security Hub 内でそのアカウン
トと関連付けることができます。メンバーシップの招待の承諾はオプションです。招待が承諾され
ると、アカウントは管理者アカウントになり、追加されたアカウントはメンバーアカウントになりま
す。管理者アカウントは、メンバーアカウントの結果を表示できます。

AWS Organizations に在籍している場合、組織は、組織の Security Hub 管理者アカウントを指定しま
す。Security Hub 管理者アカウントは、他の組織アカウントをメンバーアカウントとして有効にでき
ます。

アカウントは、同時に管理アカウントとメンバーアカウントの両方になることはできません。アカウ
ントに付与される管理者アカウントは 1 つだけです。

詳細については、「管理者アカウントおよびメンバーアカウントの管理 (p. 39)」を参照してくださ
い。

管理者アカウント

Security Hub のアカウントには、関連付けられたメンバーアカウントの結果を表示するためのアクセ
ス権が付与されます。

アカウントには次のいずれかの方法で管理者アカウントが付与されます:
• あるアカウントが他のアカウントを招待し、Security Hub で関連付けられます。このような招待さ

れたアカウントが招待を承諾すると、そのアカウントはメンバーアカウントになり、招待したアカ
ウントは管理者アカウントになります。

• あるアカウントが、組織管理アカウントによって Security Hub 管理者アカウントとして指定されま
す。Security Hub 管理者アカウントは、任意の組織アカウントをメンバーアカウントとして有効に
できます。また、他のアカウントをメンバーアカウントに招待することもできます。

アカウントに付与される管理者アカウントは 1 つだけです。アカウントは、同時に管理アカウントと
メンバーアカウントの両方になることはできません。

集約リージョン

集約リージョンを設定すると、複数のリージョンのセキュリティの結果を 1 か所にまとめて表示でき
ます。

集約リージョンは、結果の表示と管理を行うリージョンです。結果は、リンクされたリージョンから
集約リージョンに集約されます。結果の更新は、リージョン全体で複製されます。

集約リージョンでは、[Security standards] (セキュリティ基準)、[Insights] (インサイト)、[Findings]
(結果) の各ページに、リンクされたすべてのリージョンの結果が表示されます。

「クロスリージョン集約 (p. 61)」を参照してください。
アーカイブ済みの結果

RecordState が ARCHIVED に設定されている結果。結果がアーカイブされる場合、結果プロバイ
ダーでは結果の関連性がなくなったとみなしているということを意味します。レコードの状態には、
結果の調査のステータスを追跡するワークフローステータスは含まれません。
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結果プロバイダーは、Security Hub API のBatchImportFindings オペレーション を使用して、作
成した結果をアーカイブします。Security Hub は、コントロールが無効化された場合、または関連付
けられたリソースが削除された場合に、次のいずれかの基準に基づいて、コントロールの結果を自動
的にアーカイブします。
• 3〜5日間、結果が更新されていない (これはベストエフォートであり、保証されません)。
• 関連付けられた AWS Config 評価によって NOT_APPLICABLE が返される。

デフォルトでは、アーカイブされた結果は Security Hub コンソールの結果リストから除外されます。
アーカイブされた結果を含めるようにフィルターを更新できます。

Security Hub API の GetFindings オペレーションでは、アクティブな結果とアーカイブされた結果
の両方が返されます。レコード状態のフィルターを含めることができます。

"RecordState": [  
    {  
        "Comparison": "EQUALS", 
        "Value": "ARCHIVED" 
    }
],

AWS Security Finding 形式

Security Hub によって集約または生成された結果の内容の標準化された形式。AWS Security Finding 
形式を採用することで、Security Hub を使用して、セキュリティチェックを実行し、AWS セキュリ
ティサービス、サードパーティーのソリューション、または Security Hub 自体に生成される結果を表
示および分析できます。詳細については、「AWS Security Finding 形式 (p. 83)」を参照してくださ
い。

コントロール

情報の機密性、完全性、可用性を保護し、定義された一連のセキュリティ要件を満たすように設計さ
れた、情報システムまたは組織に対して規定された保護または対策。セキュリティ標準は、コント
ロールで構成されます。

カスタムアクション

選択した結果を EventBridge に送信するための Security Hub のメカニズム。カスタムアクションは 
Security Hub で作成されます。その後、EventBridge ルールにリンクされます。このルールでは、カ
スタムアクション ID に関連付けられた結果を受け取ったときに実行する特定のアクションが定義され
ています。カスタムアクションを使用すると、例えば特定の結果や少数の一連の結果を応答または修
復ワークフローに送信できます。詳細については、「the section called “カスタムアクションを作成す
る (コンソール)” (p. 741)」を参照してください。

委任管理者アカウント (Organizations)

Organizations では、サービスの委任管理者アカウントが組織のサービスの使用を管理できます。

Security Hub では、Security Hub 管理者アカウントが Security Hub の委任管理者アカウントとしての
役割も担います。組織管理アカウントによって初めて Security Hub 管理者アカウントが指定されたと
き、Security Hub では Organizations を呼び出して、そのアカウントを委任管理者アカウントに指定
します。

次に、組織管理アカウントは、すべてのリージョンで Security Hub 管理者アカウントとして委任管理
者アカウントを選択する必要があります。

結果

セキュリティチェックまたはセキュリティ関連の検出の監視可能なレコード。

Security Hub での結果の詳細については、「結果 (p. 68)」を参照してください。
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Note

結果は、最新の更新から 90 日後、または更新が行われない場合は作成日から 90 日後に削除
されます。結果を 90 日間以上保存するには、結果を Amazon S3 バケットにルーティングす
る EventBridge でルールを設定できます。

クロスリージョン集約

結果、インサイト、コントロールコンプライアンスのステータス、セキュリティスコアを、リンクさ
れたリージョンから集約リージョンへ集約。次に、集約リージョンのすべてのデータを表示し、集約
リージョンの結果とインサイトを更新できます。

「クロスリージョン集約 (p. 61)」を参照してください。
結果の取り込み

他の AWS サービスおよびサードパーティーパートナープロバイダーから Security Hub への結果のイ
ンポート。

結果取り込みイベントには、新しい結果と既存の結果の更新が含まれます。
インサイト

関連する結果のコレクションで、集約ステートメントとオプションのフィルターによって定義されま
す。インサイトは、注意と介入が必要なセキュリティ領域を特定します。Security Hub には、変更不
能なマネージド (デフォルト) インサイトがいくつか用意されています。お使いの AWS 環境や使用状
況に固有のセキュリティ上の問題を追跡するために、カスタム Security Hub インサイトを作成するこ
ともできます。詳細については、「インサイト (p. 218)」を参照してください。

リンクされたリージョン

クロスリージョン集約を有効にすると、リンクされたリージョンは、結果、インサイト、コントロー
ルコンプライアンスのステータス、セキュリティスコアを、集約リージョンに集約するリージョンと
なります。

リンクされたリージョンでは、[Findings] (結果) および [Insights] (インサイト) ページに、そのリー
ジョンの結果のみが表示されます。

「クロスリージョン集約 (p. 61)」を参照してください。
メンバーアカウント

結果を確認してアクションを実行する許可を管理者アカウントに付与したアカウント。

アカウントは次のいずれかの方法でメンバーアカウントになります。
• 別のアカウントからの招待を承諾する。
• 組織アカウントの場合、Security Hub 管理者アカウントによってメンバーアカウントとして有効に

される。
関連する要件

コントロールにマッピングされる一連の業界または規制要件。
ルール

コントロールが遵守されているかどうかを評価するために使用される一連の自動条件。ルールは、評
価されると、合格または不合格が指定されます。ルールは、評価によって合格または不合格を特定で
きなかった場合、警告状態になります。ルールを評価できない場合、そのルールは使用不可の状態に
なります。

セキュリティチェック

1 つのリソースに対するルールの特定のポイントインタイム評価。合格、不合格、警告、または使用
不可の状態を特定します。セキュリティチェックを実行すると、結果が生成されます。
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Security Hub 管理者アカウント

組織の Security Hub メンバーシップを管理する組織アカウント。

組織管理アカウントが各リージョンの Security Hub 管理者アカウントを指定します。組織管理アカウ
ントは、すべてのリージョンで同じ Security Hub 管理者アカウントを選択する必要があります。

Security Hub 管理者アカウントは、Organizations 内の Security Hub の委任管理者アカウントでもあ
ります。

Security Hub 管理者アカウントは、任意の組織アカウントをメンバーアカウントとして有効にできま
す。また、他のアカウントをメンバーアカウントに招待することもできます。

セキュリティ標準

特性を指定するトピックについてパブリッシュされたステートメント。通常は測定可能で、コント
ロールの形式であり、コンプライアンスを満たしているか、達成している必要があます。セキュリ
ティ標準は規制の枠組みや、ベストプラクティス、社内のポリシーなどに基づいています。Security 
Hub のセキュリティ標準の詳細については、「標準とコントロール (p. 273)」を参照してくださ
い。

重要度

Security Hub コントロールに割り当てられる重要度は、コントロールの重要性を特定します。コント
ロールの重要度は、[Critical] (重要)、[High] (高)、[Medium] (中)、[Low] (低) または [Informational] (情
報) のいずれかです。コントロールの結果に割り当てられる重要度は、そのコントロール自体の重要度
と同等です。Security Hub でコントロールに重要度を割り当てる方法については、「コントロール結
果への重要度の割り当て (p. 343)」を参照してください。

ワークフローステータス

結果の調査ステータス。Workflow.Status 属性を使用して追跡します。

ワークフローステータスは、初期状態では NEW です。リソース所有者に結果に対するアクションを実
行するように通知した場合は、ワークフローステータスを NOTIFIED に設定できます。結果に問題が
なく、アクションが不要な場合は、ワークフローステータスを SUPPRESSED に設定します。結果を確
認して修正したら、ワークフローステータスを RESOLVED に設定します。

デフォルトでは、ほとんどの結果リストに含まれている結果のワークフローステータスは、NEW また
は NOTIFIED のみです。コントロールの結果リストには、ステータスが RESOLVED の結果も含まれ
ます。

GetFindings オペレーションでは、ワークフローステータスのフィルターを含めることができま
す。

"WorkflowStatus": [  
    {  
        "Comparison": "EQUALS", 
        "Value": "RESOLVED" 
    }
],

Security Hub コンソールには、結果のワークフローステータスを設定するオプションがあります。お
客様 (または結果プロバイダーの結果をお客様に代わって更新する SIEM、チケット発行、インシデン
ト管理、または SOAR ツール) は、BatchUpdateFindings を使用してワークフローステータスを
更新することもできます。
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AWS に登録して管理者ユーザーを設定する

前提条件と推奨事項
AWS に登録して管理者ユーザーを設定する

AWS アカウントにサインアップする
以下がない場合は、以下のステップを実行して AWS アカウント を作成します。

AWS アカウント にサインアップするには

1. https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。
2. オンラインの手順に従います。

サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて検証コードを
入力するように求められます。

AWS アカウント にサインアップすると、AWS アカウントのルートユーザー が作成されます。ルー
トユーザーには、アカウントのすべての AWS のサービス とリソースへのアクセス権があります。セ
キュリティのベストプラクティスとして、管理ユーザーに管理アクセスを割り当て、ルートユーザー
のみを使用してルートユーザーアクセスが必要なタスクを実行してください。

AWS のサインアップ処理が完了すると、ユーザーに確認メールが送信されます。https://aws.amazon.com/
の [My Account] (アカウント) をクリックして、いつでもアカウントの現在のアクティビティを表示し、ア
カウントを管理することができます。

管理ユーザーを作成する
AWS アカウント にサインアップした後、日常的なタスクにルートユーザーを使用しないように、管理
ユーザーを作成します。

AWS アカウントのルートユーザーを保護する

1. [ルートユーザー] を選択し、AWS アカウント のメールアドレスを入力して、アカウント所有者とし
て AWS Management Console にサインインします。次のページでパスワードを入力します。

ルートユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザーガイドの
「ルートユーザーとしてサインインする」を参照してください。

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

手順については、IAM ユーザーガイドの「AWS アカウント のルートユーザーの仮想 MFA デバイスを
有効にする (コンソール)」を参照してください。

管理ユーザーを作成する

• 日常的な管理タスクのためには、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) の管理
ユーザーに管理アクセスを割り当てます。

手順については、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドの「開
始方法」を参照してください。
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Organizations を使用する

管理ユーザーとしてサインインする

• IAM Identity Center ユーザーとしてサインインするには、IAM Identity Center ユーザーの作成時に E 
メールアドレスに送信されたサインイン URL を使用します。

IAM Identity Center ユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザー
ガイドの「AWS アクセスポータルにサインインする」を参照してください。

Security Hub では AWS Organizations を有効化することを強く推奨しています。Organizations を使用し
てアカウントを管理すると、メンバーアカウントの管理プロセスが合理化されます。

Security Hub では、Security Hub が有効になっているすべてのアカウントで AWS Config が有効になって
いることが必要です。Security Hub コントロールは AWS Config ルールを使用してセキュリティチェック
を完了します。

AWS Organizations を使用してアカウントを管理す
る

アカウントの管理を自動化および合理化するために、Security Hub では AWS Organizations を有効化する
ことを強く推奨しています。

Organizations を有効にしている場合、Security Hub は新しいアカウントがユーザーの組織に追加されると
自動的にそれを検出します。

Organizations のセットアップについては、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「組織の作成と管
理」を参照してください。

組織を設定すると、組織の管理アカウントによって Security Hub 管理者アカウントが指定されます。
「the section called “Security Hub 管理者アカウントの指定” (p. 43)」を参照してください。Security 
Hub 管理者アカウントは、Organizations での委任された管理者アカウントでもあります。

次に、Security Hub 管理者アカウントは、他の組織アカウントを Security Hub メンバーアカウント
として有効にして管理します。詳細については、「the section called “組織メンバーアカウントの管
理” (p. 48)」を参照してください。

AWS Config を有効にして設定する
AWS Security Hub は、サービスにリンクされた AWS Config ルールを使用して、ほとんどのコントロール
のセキュリティチェックを実行します。

これらのコントロールをサポートするには、Security Hub が有効になっている AWS リージョン 毎に、
管理者アカウントとメンバーアカウントの両方のアカウントで AWS Config を有効にする必要がありま
す。AWS Config は、有効にした標準で必要とされるリソースが最低限記録されるように設定する必要が
あります。

• the section called “必要な AWS Config リソース” (p. 536)
• the section called “必要な AWS Config リソース” (p. 653)
• the section called “必要な AWS Config リソース” (p. 362)

Security Hub では、Security Hub 標準を有効にする前に AWS Config でリソース記録を有効にすることを
推奨しています。リソース記録が有効になっていないときに Security Hub がセキュリティチェックを実行
しようとすると、チェックはエラーを返します。
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AWS Config を有効化する方法

Security Hub がユーザーに代わって AWS Config を管理することはありません。既に AWS Config が有効
になっている場合は、引き続き AWS Config コンソールまたは API を介してその設定を継続します。

標準を有効にした後に AWS Config を有効にすると、Security Hub は AWS Config ルールを作成します。
ただしこれは、標準を有効にしてから 31 日以内に AWS Config を有効にした場合のみです。AWS Config 
を 31 日以内に有効化しない場合、AWS Config を有効にした後に標準を無効にしてから再度有効にする必
要があります。

標準を有効にした後、Security Hub は31日間に AWS Config ルールを最大 6 回作成しようと試みます。

• 標準を有効にした当日
• 標準を有効にした翌日
• 標準を有効にしてから 3 日後
• 標準を有効にしてから 7 日後
• 標準を有効にしてから 15 日後
• 標準を有効にしてから 31 日後

AWS Config を有効化する方法
まだ AWS Config を設定していない場合は、次のいずれかの方法で設定できます。

• コンソールまたは CLI — AWS Config コンソールまたは CLI を使用して AWS Config を手動で有効にで
きます。「AWS Config 開発者ガイド」の「AWS Config の開始方法」を参照してください。

• AWS CloudFormation テンプレート — AWS Organizations を統合しているか、または大量のアカウ
ントで AWS Config を有効にしたい場合は、CloudFormation テンプレートの Enable AWS Config を
使って AWS Config を簡単に有効にできます。このテンプレートにアクセスする方法については、
「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS CloudFormation StackSets サンプルテンプレー
ト」を参照してください。このテンプレートの使用方法の詳細については、「AWS Config および AWS 
CloudFormation StackSets を使用した AWS Organizations アカウントの管理」を参照してください。

• Github スクリプト - Security Hub には、複数のリージョンで複数のアカウントを有効にできる GitHub 
のスクリプトが用意されています。このスクリプトは、Organizations と統合していない場合、あるい
は、自分の組織に属さないアカウントがある場合などに有用です。このスクリプトを使用して Security 
Hub を有効にすると、それらのアカウントの AWS Config も自動的に有効になります。

AWS Config のリソース記録の設定
AWS Config のセットアップ中にリソースレコードを有効にすると、AWS Config は、実行されているリー
ジョンで AWS Config が検出した、サポートされているすべてのリージョナルリソースのタイプを記録し
ます。AWS Config を設定して、グローバルリソースのサポートされているタイプを記録することもでき
ます。グローバルリソースは、1 つのリージョンでのみ記録します。

CloudFormation StackSets を使用して AWS Config を有効化している場合、2 つの異なる StackSets を実
行することが推奨されます。1 つの StackSet を実行して、グローバルリソースを含むすべてのリソースを 
1 つのリージョンに記録します。2 番目の StackSet を実行して、他のリージョンのグローバルリソース以
外の、すべてのリソースを記録します。

また、AWS Systems Manager の一機能である Quick Setup を使用して、アカウントとリージョンを横
断して、リソースレコードを AWS Config ですばやく構成することもできます。Quick Setup の最中に、
グローバルリソースを記録するリージョンを選択できます。詳細については、「AWS Systems Manager 
ユーザーガイド」の「AWS Config 記録」を参照してください。

すべてのリージョンでグローバルリソースを記録しない場合は、グローバルリソースを記録しない
リージョンでこのコントロール the section called “2.5 - AWS Config が有効になっていることを確認
する” (p. 553) を無効にする必要があります。グローバルリソースが記録されていないリージョンで
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AWS Config のリソース記録の設定

は、CIS 2.5 で不合格の結果が生成されます。グローバルリソースが記録されないリージョンで、無効にす
るその他のコントロールの詳細については、次のトピックを参照してください。

• the section called “無効にする可能性のあるコントロール” (p. 650)
• the section called “無効にする可能性のあるコントロール” (p. 715)
• the section called “無効にする可能性のあるコントロール” (p. 534)

なお、マルチアカウントスクリプトを使用して Security Hub を有効にした場合、グローバルリソースを
含むすべてのリソースのリソース記録が、すべてのリージョンで自動的に有効になることにご注意くださ
い。グローバルリソースの記録を 1 つのリージョンに制限するものではありません。その後、単一のリー
ジョンのみでグローバルリソースを記録するように設定を更新できます。詳細については、「AWS Config 
開発者ガイド」の「AWS Config が記録するリソースを選択する」を参照してください。

次のトピックでは、各標準に必要なリソースについて説明します。記録は、必要なリソースに対しての
み有効にできます。ただし、Security Hub は引き続き新しいコントロールを追加し、新しいリソースをサ
ポートします。

Note

セキュリティチェック後に新しい結果を生成して古い結果にならないようにするには、構成レ
コーダーにアタッチされた IAM ロールに基盤となるリソースを評価するための十分な許可が必要
です。

• the section called “必要な AWS Config リソース” (p. 536)
• the section called “必要な AWS Config リソース” (p. 653)
• the section called “必要な AWS Config リソース” (p. 362)

リソースの記録に関連するコストの詳細については、「AWS Config の価格ページ」を参照してくださ
い。
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Security Hub を手動で有効にする

AWS Security Hub の設定
アカウントの管理方法により、アカウントで AWS Security Hub を手動で有効にする必要がある場合があ
ります。

AWS Organizations との統合を使用するか、またはアカウントを手動で管理することができます。

どちらの場合も、Security Hub を設定し、各リージョンで個別にアカウントを管理します。すべてのア
カウントでも AWS Config を有効にする必要があります。これは、セキュリティコントロールに対するセ
キュリティチェックに必要なものです。「the section called “AWS Config の有効化” (p. 10)」を参照してく
ださい。

Organizations の統合

AWS Organizations との統合を使用する場合、通常組織アカウントで Security Hub が自動的に有効に
なります。

組織の管理アカウントで、Security Hub 管理者アカウントが選択されます。選択したアカウントに対
して Security Hub が自動的に有効になります。「the section called “Security Hub 管理者アカウントの
指定” (p. 43)」を参照してください。

Security Hub 管理者アカウントで、組織アカウントがメンバーアカウントとして有効になります。こ
れらの組織アカウントでは、Security Hub が自動的に有効になります。「the section called “組織メン
バーアカウントの管理” (p. 48)」を参照してください。

Security Hub が自動的に有効にならない組織アカウントは、組織管理アカウントだけです。組織管
理アカウントでは、Security Hub 管理者アカウントを管理するために Security Hub を有効にする必
要はありません。組織管理アカウントで Security Hub をメンバーアカウントとして有効化する前
に、Security Hub を有効にする必要があります。

手動アカウント管理

Organizations の統合を使用して管理されていないアカウントでは、Security Hub を手動で有効にする
必要があります。

Security Hub 管理者とメンバーの関係は、メンバーアカウントが管理者アカウントからの招待を受け
入れたときに確立されます。「the section called “招待によるメンバーアカウントの管理” (p. 52)」
を参照してください。

目次
• Security Hub を手動で有効にする (p. 13)

• IAM アイデンティティに必要な IAM ポリシーを添付する (p. 14)
• Security Hub の有効化 (コンソール) (p. 14)
• Security Hub の有効化 (Security Hub API、AWS CLI) (p. 14)
• Security Hub の有効化 (マルチアカウントスクリプト) (p. 15)

• Security Hub に割り当てられるサービスにリンクされたロール (p. 15)

Security Hub を手動で有効にする
必要なポリシーを IAM アイデンティティに添付した後、そのアイデンティティを使用して Security Hub 
を有効にします。Security Hub は、AWS Management Console または API から有効にすることができま
す。
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IAM アイデンティティに必要な IAM ポリシーを添付する

GitHub で、複数のリージョンで複数のアカウントの有効化が許可されるスクリプトを提供しています。

IAM アイデンティティに必要な IAM ポリシーを添付
する
Security Hub を有効にするために使用する IAM アイデンティティ (ユーザー、ロール、またはグループ) に
は、必要な許可が付与されていなければなりません。

AWS Organizations との統合を有効にすると、組織内のアカウントで Security Hub が自動的に有効になり
ます。必要な許可も自動的に処理されます。

Organizations を使用して管理されていないアカウントは、Security Hub を手動で有効にする必要がありま
す。Security Hub を有効にするために使用する IAM アイデンティティ (ユーザー、ロール、またはグルー
プ) には、必要な許可が付与されていなければなりません。

Security Hub を有効にするために必要な許可を付与するには、Security Hub マネージドポリシー
AWSSecurityHubFullAccess (p. 31) をこの IAM ユーザー、グループ、またはロールに添付します。

Security Hub の有効化 (コンソール)
コンソールから Security Hub を有効にする場合は、サポートされているセキュリティ標準を有効にするオ
プションも提供されています。

Security Hub を有効化するには

1. IAM アイデンティティの認証情報を使用して、Security Hub コンソールにサインインします。
2. Security Hub コンソールを初めて開く場合は、[Enable AWS Security Hub] (AWS Security Hub の有効

化) を選択します。
3. ウェルカムページには、Security Hub がサポートするセキュリティ標準が [Security standards] (セ

キュリティ標準) に一覧表示されます。

標準を有効にするには、そのチェックボックスを選択します。

標準を無効にするには、そのチェックボックスをオフにします。

標準またはその個々のコントロールは、いつでも有効または無効にできます。セキュリティ標準とそ
の管理方法については、「標準とコントロール (p. 273)」を参照してください。

4. [Enable Security Hub] (Security Hub の有効化) を選択します。

Security Hub の有効化 (Security Hub API、AWS CLI)
Security Hub を有効にするには、API コールまたは AWS Command Line Interface を使用します。

Security Hub を有効にするには (Security Hub API、AWS CLI)

• Security Hub API - EnableSecurityHub オペレーションを使用します。API から Security Hub を有効
にすると、これらのセキュリティ標準が自動的に有効になります。
• CIS AWS Foundations Benchmark
• AWS Foundational Security Best Practices 標準

これらの標準を有効にしない場合は、EnableDefaultStandards を false に設定します。

また Tags パラメータを使用して、ハブリソースにタグ値を割り当てることもできます。
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Security Hub の有効化 (マルチアカウントスクリプト)

• AWS CLI - コマンドラインで enable-security-hub コマンドを実行します。デフォルトの標準を有
効にするには、--enable-default-standards を含めます。デフォルトの標準を有効にしない場合
は、--no-enable-default-standards を含めます。

aws securityhub enable-security-hub [--tags <tag values>] [--enable-default-standards | 
 --no-enable-default-standards]

例

aws securityhub enable-security-hub --enable-default-standards --tags '{"Department": 
 "Security"}'

Security Hub を有効にすると、標準を有効または無効にできます。「the section called “セキュリティ標準
の無効化または有効化” (p. 348)」を参照してください。

Security Hub の有効化 (マルチアカウントスクリプト)
GitHub の Security Hub マルチアカウント有効化スクリプトでは、複数のアカウントやリージョンの 
Security Hub の有効化が許可されています。スクリプトを使用することで、メンバーアカウントへの招待
の送信と AWS Config の有効化のプロセスも自動化されます。

このスクリプトは、グローバルリソースを含むすべてのリソースのリソースレコーディングを、すべての
リージョンで自動的に有効にします。グローバルリソースの記録を 1 つのリージョンに制限するものでは
ありません。

複数のアカウントとリージョンで Security Hub を無効にするための、対応するスクリプトがあります。

readme ファイルは、スクリプトの使用方法の詳細を提供します。次の情報が含まれています。

• 必要な IAM ポリシーをアカウントに追加する方法
• 実行環境の設定方法
• スクリプトの実行方法

Security Hub に割り当てられるサービスにリンクさ
れたロール

Security Hub を有効にすると、AWSServiceRoleForSecurityHub という名前のサービスにリンクされ
たロールが割り当てられます。このサービスにリンクされたロールには、Security Hub が次の操作を行う
のに必要な許可と信頼ポリシーが含まれます。

• Amazon GuardDuty、Amazon Inspector、Amazon Macie から結果を検出し集約するのに必要な許可と
信頼ポリシーが含まれます。

• 必要な AWS Config インフラストラクチャを設定し、サポートされている標準 (このリリースでは、CIS 
AWS Foundations) のセキュリティチェックを実行します。

AWSServiceRoleForSecurityHub の詳細を表示するには、[Settings] (設定) ページで、[General] (一
般)、[View service permissions] (サービスのアクセス許可を表示) の順に選択します。詳細については、
「AWS Security Hub のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 29)」を参照してください。

サービスにリンクされたロールの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスにリンクされた
ロールの使用」を参照してください。
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データ保護

AWS Security Hub でのセキュリティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS の顧客は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。

セキュリティは、AWS と顧客の間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリティ
およびクラウド内のセキュリティとして説明しています。

• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWS コンプ
ライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテス
トおよび検証しています。AWS Security Hub 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、「コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス」を参照してください。

• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、ユーザーは、データの機密性、企業要件、および適用法令と規制などのその他要因に対する責任も
担います。

このドキュメントは、Security Hub を使用する際に責任共有モデルを適用する方法を理解するのに役立ち
ます。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ために Security Hub 
を設定する方法を説明します。Security Hub リソースのモニタリングやセキュリティ確保に役立つ他の 
AWS サービスの使用方法についても説明します。

トピック
• AWS Security Hub でのデータ保護 (p. 16)
• AWS Security Hub の AWS Identity and Access Management (p. 17)
• AWS Security Hub のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 29)
• AWS Security Hub の AWS マネージドポリシー (p. 31)
• AWS Security Hub のコンプライアンス検証 (p. 36)
• AWS Security Hub でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 36)
• AWS Security Hub とインターフェイス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink) (p. 37)

AWS Security Hub でのデータ保護
AWS責任共有モデルは、AWS Security Hub 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
を負います。顧客は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維持する
責任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ構成と管理タスクが
含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質問」を参照して
ください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された「AWS 責任共
有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。

データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
セットアップすることをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要なアク
セス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護することをお勧めします。

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されています。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
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• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー
ションを使用します。

• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に
保存されている機密データの検出と保護を支援します。

• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証
済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。使用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、「連邦情報処理規格 (FIPS) 140−2」を参照してください。

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 [Name] (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。これは、コンソール、API、AWS CLI、ま
たは AWS SDK を利用して Security Hub または他の AWS のサービス のサービスを使用する場合も同様で
す。タグまたは名前に使用する自由記入欄に入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があり
ます。外部サーバーへ URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報
を URL に含めないことを強くお勧めします。

Security Hub はマルチテナント型サービスを提供します。データ保護を確実に行うために、Security Hub 
は保管中のデータとコンポーネントサービス間で転送中のデータを暗号化します。

AWS Security Hub の AWS 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制御する
ために役立つ AWS のサービス のリソースです。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰を認可する 
(Security Hub リソースの使用を許可する) かを制御します。IAM は、追加費用なしで使用できる AWS の
サービス です。

トピック
• 対象者 (p. 17)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 18)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 20)
• AWS Security Hub と IAM の連携について (p. 22)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の用途は、Security Hub で行う作業によって異なります。

サービスユーザー - ユーザーがジョブを実行するために Security Hub サービスを使用する場合は、管理者
から必要な認証情報と許可がそのユーザーに提供されます。作業を行うためにさらに多くの Security Hub 
の機能を使用する場合、追加の許可が必要になる可能性があります。アクセスの管理方法を理解しておく
と、管理者に適切な許可をリクエストするうえで役立ちます。Security Hub の機能にアクセスできない場
合は、「AWS Security Hub アイデンティティとアクセスに関するトラブルシューティング (p. 26)」を
参照してください。

サービス管理者 - お客様が社内の Security Hub リソースを担当している場合は、通常 Security Hub に完全
にアクセスすることができます。サービスユーザーがどの Security Hub 機能およびリソースにアクセスす
る必要があるかを決定するのは管理者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービ
スユーザーの許可を変更する必要があります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解して
ください。お客様の会社で Security Hub で IAM を利用する方法の詳細については、「AWS Security Hub 
と IAM の連携について (p. 22)」を参照してください。

IAM 管理者 - IAM 管理者は、Security Hub へのアクセスを管理するポリシーの作成方法を詳しく確認する
必要がある場合があります。IAM で使用できる Security Hub のアイデンティティベースのポリシーの例を
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表示するには、「AWS Security Hub アイデンティティベースポリシーの例 (p. 25)」を参照してくださ
い。

アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、AWS 
アカウントのルートユーザー として、IAM ユーザーとして、または IAM ロールを引き受けることによっ
て、認証を受ける (AWS にサインインする) 必要があります。

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーテッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーテッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google ま
たは Facebook の認証情報などがあります。フェデレーテッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS はsoftware development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツール
を使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。推奨される方法を使用して自分でリ
クエストに署名する方法の詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名
プロセス」を参照してください。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧めし
ます。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」
の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認証 
(MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント 
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS 
Account Management 全般のリファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照
してください。

フェデレーティッド ID
ベストプラクティスとして、管理者アクセスを必要とするユーザーを含む人間のユーザーに対し、ID プロ
バイダーとのフェデレーションを使用して、一時的な認証情報の使用により、AWS のサービス にアクセ
スすることを要求します。

フェデレーティッド ID は、エンタープライズユーザーディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、AWS 
Directory Service、Identity Center ディレクトリのユーザーか、または ID ソースから提供された認証情報
を使用して AWS のサービス にアクセスするユーザーです。フェデレーティッド ID が AWS アカウント 
にアクセスすると、ロールが継承され、ロールは一時的な認証情報を提供します。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用す
ることをお勧めします。IAM Identity Center でユーザーとグループを作成するか、すべての AWS アカウ
ント とアプリケーションで使用するために、独自の ID ソースで一連のユーザーとグループに接続して同
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期することもできます。IAM Identity Center の詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「What is IAM Identity Center?」(IAM Identity Center とは) を参
照してください。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカウ
ント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報を
持つ IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただし、IAM 
ユーザーの長期的な認証情報を必要とする特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをローテー
ションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要とす
るユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。

IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS 
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

• フェデレーションユーザーアクセス – フェデレーションアイデンティティに許可を割り当てるには、
ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーションアイデンティティが認証される
と、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されます。
フェデレーションのロールの詳細については、IAM ユーザーガイドの「サードパーティー ID プロバイ
ダー用のロールの作成」を参照してください。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可
セットを設定します。アイデンティティが認証後にアクセスできるものを制御するために、IAM アイデ
ンティティセンターは許可セットを IAM のロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細について
は、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可
セット」を参照してください。

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。

• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
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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見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションがト
リガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。アク
ションがポリシーで追加の依存アクションを必要とするかどうかを確認するには、「サービス認可リ
ファレンス」の「AWS Security Hub のアクション、リソース、および条件キー」を参照してくださ
い。

• 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 にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。

• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービス
によって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編
集することはできません。

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または 
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

すべての IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) は、許可のない状態からスタートします。デフォル
トでは、ユーザーは何もできず、自分のパスワードを変更することすらできません。何かを実行する許可
をユーザーに付与するには、管理者がユーザーに許可ポリシーを添付する必要があります。また、管理者
は、必要な許可があるグループにユーザーを追加できます。管理者がグループに許可を付与すると、その
グループ内のすべてのユーザーにこれらの許可が付与されます。

IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
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できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。

アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。

• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エン
ティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティ
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティのアイ
デンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィール
ドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限され
ません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」を参
照してください。

• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、顧客のビジネスが所有する複数の AWS ア
カウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウントのルートユー
ザー など)。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の
仕組み」を参照してください。

• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
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これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS 
が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価ロジック」を参照してく
ださい。

AWS Security Hub と IAM の連携について
Security Hub へのアクセスを管理するために IAM を使用する前に、Security Hub でどの IAM 機能が使用
できるかを理解しておく必要があります。Security Hub および AWS の他のサービスが IAM で動作する方
法の概要を把握するには、「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。

トピック
• Security Hub のアイデンティティベースポリシー (p. 22)
• Security Hub のリソースベースポリシー (サポートされていません) (p. 24)
• Security Hub タグに基づいた認可 (p. 24)
• Security Hub の IAM ロール (p. 24)
• サービスにリンクされたロール (p. 24)
• サービスロール (p. 24)
• AWS Security Hub アイデンティティベースポリシーの例 (p. 25)

Security Hub のアイデンティティベースポリシー
IAM のアイデンティティベースポリシーでは、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。Security Hub では、特定のアクション、リソース、および
条件キーがサポートされています。JSON ポリシーで使用するすべての要素については、「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。

アクション

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。

JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。

このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための許可を付与するポリシーで使用され
ます。

Security Hub 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として securityhub: を使用
します。例えば、EnableSecurityHub API オペレーションを使用して Security Hub を有効にするユー
ザー許可を付与するには、ユーザーに割り当てるポリシーに securityhub:EnableSecurityHub アク
ションを含めます。ポリシーステートメントには、Action または NotAction 要素を含める必要があり
ます。Security Hub では、このサービスで実行できるタスクを記述する独自のアクションのセットを定義
します。
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単一のステートメントに複数のアクションを指定するには、次のようにコンマで区切ります。

"Action": [ 
      "securityhub:action1", 
      "securityhub:action2"

ワイルドカード (*) を使用すると、複数のアクションを指定することができます。例えば、Get という単
語で始まるすべてのアクションを指定するには、次の行をポリシーに含めます。

"Action": "securityhub:Get*"

Security Hub アクションのリストを確認するには、「サービス認可リファレンス」の「AWS Security Hub 
で定義されるアクション」を参照してください。

リソース

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。

Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。

オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、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すために、ワイルドカード (*) を使用します。

"Resource": "*"

ARN の形式の詳細については、「Amazon リソースネーム (ARN) と AWS サービスの名前空間」を参照し
てください。

Security Hub リソースのタイプとその ARN のリストを確認するには、「サービス認可リファレンス」の
「AWS Security Hub で定義されるリソース」を参照してください。どのアクションで各リソースの ARN 
を指定できるかについては、「AWS Security Hub で定義されるアクション」を参照してください。

条件キー

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。

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。

1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。

条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与することができます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。

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。
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Security Hub は独自の条件キーを定義し、一部のグローバル条件キーの使用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。

Security Hub のアクションでは securityhub:TargetAccount の条件キーがサポートされています。

BatchUpdateFindings へのアクセスをコントロールするために、Security Hub では
securityhub.ASFFSyntaxPath の条件キーがサポートされています。BatchUpdateFindings
へのアクセスを設定する詳細については「the section called “BatchUpdateFindings へのアクセスの設
定” (p. 73)」を参照してください。

Security Hub の条件キーのリストを確認するには、「サービス認可リファレンス」の「AWS Security Hub 
の条件キー」を参照してください。どのアクションおよびリソースと条件キーを使用できるかについて
は、「AWS Security Hub で定義されるアクション」を参照してください。

Security Hub のリソースベースポリシー (サポートされていませ
ん)
Security Hub では、リソースベースのポリシーはサポートされていません。

Security Hub タグに基づいた認可
Security Hub リソースにタグを追加したり、Security Hub へのリクエストでタグを渡したりする
ことができます。タグに基づいてアクセスを管理するには、securityhub: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
[Condition element] (条件要素) でタグ情報を提供します。

Security Hub の 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 内のエンティティです。

Security Hub で一時的なセキュリティ認証情報を使用する

一時的な認証情報を使用して、フェデレーションでサインインする、IAM ロールを引き受ける、また
はクロスアカウントロールを引き受けることができます。一時的なセキュリティ認証情報を取得するに
は、AssumeRole または GetFederationToken などの AWS STS API オペレーションを呼び出します。

Security Hub では、一時認証情報の使用をサポートしています。

サービスにリンクされたロール
サービスにリンクされたロールは、AWS サービスが他のサービスのリソースにアクセスして自動的にア
クションを完了することを許可します。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許可を表示できます
が、編集することはできません。

Security Hub では、サービスにリンクされたロールがサポートされています。

サービスロール
この機能により、ユーザーに代わってサービスがサービスロールを引き受けることが許可されます。この
ロールにより、サービスがユーザーに代わって他のサービスのリソースにアクセスし、アクションを完了
することが許可されます。サービスロールは、IAM アカウントに表示され、アカウントによって所有され
ます。つまり、IAM 管理者が、このロールの許可を変更することができます。ただし、これを行うことに
より、サービスの機能が損なわれる場合があります。
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Security Hub では、サービスロールがサポートされています。

AWS Security Hub アイデンティティベースポリシーの例
デフォルトでは、ユーザーおよびロールには、Security Hub リソースを作成または変更する許可はありま
せん。AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API を使用してタスクを実行することもでき
ません。IAM 管理者は、指定されたリソースで特定の API 操作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。続いて、管理者はそれらのアクセス権限が必要な 
ユーザーまたはグループにそのポリシーをアタッチします。

JSON ポリシードキュメントのこれらの例を使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作成す
る方法については、「IAM ユーザーガイド」の「JSON タブでのポリシーの作成」を参照してください。

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 25)
• Security Hub コンソールの使用 (p. 26)
• AWS Security Hub アイデンティティとアクセスに関するトラブルシューティング (p. 26)

ポリシーのベストプラクティス

ID ベースのポリシーは、あるユーザーがアカウント内で Security Hub リソースを作成、アクセス、または
削除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加料金が発生
する可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下のガ
イドラインと推奨事項に従ってください。

• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。

• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。

• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを 
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS 
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可す
ることもできます。詳細については、[IAM User Guide] (IAM ユーザーガイド) の [IAM JSON policy 
elements: Condition] (IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。

• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access 
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM 
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

• 多要素認証 (MFA) を要求する – AWS アカウント で IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナ
リオがある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び
出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM でのセキュリティのベスト
プラクティス」を参照してください。
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Security Hub コンソールの使用
AWS Security Hub コンソールにアクセスするには、最小限の許可が必要です。これらの許可は、AWS ア
カウント の Security Hub リソースの一覧と詳細を表示できるものである必要があります。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、そのポリシーを持つ IAM 
ユーザーまたはロールに対してはコンソールは意図したとおりに機能しません。

これらのエンティティが Security Hub コンソールを使用できるように、エンティティに次の AWS マネー
ジドポリシーも添付します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ユーザーへの許可の追加」を
参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "securityhub:*", 
            "Resource": "*"     
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:AWSServiceName": "securityhub.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソール許可を付与する必要はあり
ません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが
許可されます。

AWS Security Hub アイデンティティとアクセスに関するトラブルシューティン
グ
次の情報は、Security Hub 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
• Security Hub でアクションを実行することが認可されていない (p. 26)
• iam:PassRole を実行することが認可されていません (p. 27)
• Security Hub にプログラム的にアクセスしたい (p. 27)
• 管理者として Security Hub へのアクセスを他のユーザーに許可したい (p. 28)
• 自分の AWS アカウント 以外のユーザーに Security Hub リソースへのアクセスを許可した

い (p. 28)

Security Hub でアクションを実行することが認可されていない

AWS Management Console から、アクションを実行することが認可されてい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。サインイン認証情報を提供した担当者が管理者で
す。

以下の例のエラーは、mateojackson ユーザーがコンソールを使用して、######の詳細を表示しようと
しているが、 securityhub:GetWidget アクセス許可がない場合に発生します。

26

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_users_change-permissions.html#users_change_permissions-add-console


AWS Security Hub ユーザーガイド
AWS Security Hub と IAM の連携について

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

この場合、Mateo は、securityhub:GetWidget アクションを使用して my-example-widget リソー
スへのアクセスが許可されるように、管理者にポリシーの更新を依頼します。

iam:PassRole を実行することが認可されていません

iam:PassRole アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して 
Security Hub にロールを渡すことができるようにする必要があります。

一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成せず
に、既存のロールをサービスに渡すことが許可されています。そのためには、サービスにロールを渡す許
可が必要です。

以下の例のエラーは、marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用して Security Hub でアクショ
ンを実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービス
ロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡す許可がありません。

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

この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

Security Hub にプログラム的にアクセスしたい

AWS Management Console 以外で AWS とやりとりするには、ユーザーはプログラムによるアクセスが必
要です。プログラムによるアクセスを許可する方法は、AWS にアクセスするユーザーのタイプによって異
なります。

• IAM Identity Center で ID を管理する場合、AWS API にはプロファイルが必要で、AWS Command Line 
Interface にはプロファイルまたは環境変数が必要です。

• IAM ユーザーがいる場合、AWS API と AWS Command Line Interface にはアクセスキーが必要です。
可能な限り、アクセスキー ID、シークレットアクセスキー、および認証情報の失効を示すセキュリティ
トークンが含まれる一時的な認証情報を作成します。

ユーザーにプログラムによるアクセス許可を付与するには、以下のいずれかのオプションを選択します。

どのユーザーがプログラムによ
るアクセスを必要としますか?

To By

ワークフォース ID

(IAM Identity Center で管理され
ているユーザー)

短期認証情報を使用して、AWS 
CLI または AWS API (直接または 
AWS SDK を使用) へのプログラ
ムによるリクエストに署名しま
す。

使用するインターフェイスの指
示に従ってください。

• AWS CLI については、「AWS 
IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) ユー
ザーガイド」の「CLI アクセ
ス用の IAM ロール認証情報の
取得」の指示に従ってくださ
い。

• AWS API については、「AWS 
SDK およびツールリファレ
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どのユーザーがプログラムによ
るアクセスを必要としますか?

To By

ンスガイド」の「SSO 認証
情報」の指示に従ってくださ
い。

IAM 短期認証情報を使用して、AWS 
CLI または AWS API (直接または 
AWS SDK を使用) へのプログラ
ムによるリクエストに署名しま
す。

「IAM ユーザーガイド」の
「AWS リソースでの一時的な認
証情報の使用」の指示に従って
ください。

IAM 長期間の認証情報を使用し
て、AWS CLI または AWS API 
(直接またはAWS SDK を使用) へ
のプログラムによるリクエスト
に署名します。

(非推奨)

「IAM ユーザーガイド」の「IAM 
ユーザーのアクセスキーの管
理」の指示に従います。

管理者として Security Hub へのアクセスを他のユーザーに許可したい

アクセスを提供するには、ユーザー、グループ、またはロールにアクセス許可を追加します。

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) のユーザーとグループ:

アクセス許可セットを作成します。「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユー
ザーガイド」の「シークレットの作成と管理」の手順に従ってください。

• ID プロバイダーを通じて IAM で管理されているユーザー:

ID フェデレーションのロールを作成する。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サードパー
ティー ID プロバイダー (フェデレーション) 用のロールの作成」を参照してください。

• IAM ユーザー:
• ユーザーが設定できるロールを作成します。手順については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユー

ザー用ロールの作成」を参照してください。
• (非推奨) ポリシーをユーザーに直接アタッチするか、ユーザーをユーザーグループに追加します。

「IAM ユーザーガイド」の「ユーザー (コンソール) へのアクセス許可の追加」の指示に従います。

自分の AWS アカウント 以外のユーザーに Security Hub リソースへのアクセスを許可したい

他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースにアクセスするために使用できるロールを
作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリ
シーまたはアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リ
ソースへのアクセスを付与できます。

詳細については、以下を参照してください。

• Security Hub でこれらの機能がサポートされるかどうかを確認するには、「AWS Security Hub と IAM 
の連携について (p. 22)」を参照してください。

• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM ユー
ザーガイド」の「所有している別の AWS アカウント へのアクセス権を IAM ユーザーに提供」を参照し
てください。

• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM 
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。
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• 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。

AWS Security Hub のサービスにリンクされたロー
ルの使用

AWS Security Hub は AWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされたロールを使用
します。サービスにリンクされたロールは、Security Hub に直接リンクされた固有の IAM ロールタイプで
す。サービスにリンクされたロールは Security Hub によって事前定義されており、他の AWS のサービス 
をユーザーに代わって呼び出す際に Security Hub で必要になるすべての許可が含まれています。

サービスにリンクされたロールを使用することで、必要な許可を手動で追加する必要がなくなるた
め、Security Hub の設定が簡単になります。Security Hub は、サービスにリンクされたロールの許可を定
義します。その許可が特別に定義されていない限り、Security Hub のみがそのロールを引き受けます。定
義される許可には、信頼ポリシーや許可ポリシーなどがあり、その許可ポリシーを他の IAM エンティティ
に添付することはできません。

Security Hub では、Security Hub が利用できるすべてのリージョンで、サービスにリンクされたロールの
使用をサポートしています。詳細については、「リージョンの制限 (p. 752)」を参照してください。

Security Hub のサービスにリンクされたロールの削除は、それが有効になっているすべてのリージョンで 
Security Hub を無効にした後でのみ行うことができます。これにより、アクセスに必要な許可を誤って削
除してしまうことがなくなり、Security Hub リソースは保護されます。

サービスにリンクされたロールをサポートするその他のサービスについては、「IAM ユーザーガイド」の
「IAM と連携する AWS のサービス」を参照の上、[Service-Linked Role] (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確認してください。サービスの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表示するには、[YES] (はい) となっているリンクを選択します。

Security Hub のサービスにリンクされたロールの許可
Security Hub では、AWSServiceRoleForSecurityHub 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。これは AWS Security Hub がリソースにアクセスする際に必要となる、サービスにリンクさ
れたロールです。

AWSServiceRoleForSecurityHub サービスにリンクされたロールは、ロールの引き受けについて以下
のサービスを信頼します。

• securityhub.amazonaws.com

AWSServiceRoleForSecurityHub サービスにリンクされたロールは、マネージドポリシーである
AWSSecurityHubServiceRolePolicy (p. 34) を使用します。

IAM アイデンティティ (ロール、グループ、ユーザーなど) に、サービスにリンクされたロールの作成、編
集、削除を許可する設定をする必要があります。AWSServiceRoleForSecurityHub サービスにリンク
されたロールを適切に作成するには、Security Hub を使用する IAM アイデンティティに、必要な許可が付
与されている必要があります。必要なアクセス許可を付与するには、次のポリシーをロール、グループ、
またはユーザーにアタッチします。

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "securityhub:*", 
            "Resource": "*"     
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:AWSServiceName": "securityhub.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Security Hub のサービスにリンクされたロールの作成
Security Hub を初めて有効にする場合や、過去に Security Hub を有効にしていなかったサポート対象
リージョンで Security Hub を有効にする場合は、AWSServiceRoleForSecurityHub サービスに
リンクされたロールが自動的に作成されます。IAM コンソール、IAM CLI、あるいは IAM API を使っ
て、AWSServiceRoleForSecurityHub サービスにリンクされたロールを手動で作成することもできま
す。

Important

Security Hub 管理者アカウント用に作成されたサービスにリンクされたロールは、Security Hub 
メンバーアカウントには適用されません。

IAM ロールを手動で作成する方法の詳細は、「IAM ユーザーガイド」の「サービスにリンクされたロール
を作成する」を参照してください。

Security Hub 向けのサービスにリンクされたロールの
編集
Security Hub では、AWSServiceRoleForSecurityHub サービスにリンクされたロールの編集は許可
されていません。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 を使用してロールの説
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。

Security Hub 向けのサービスにリンクされたロールの
削除
サービスにリンクされたロールを必要とする機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを
削除することをお勧めします。これにより、使用していないエンティティがアクティブにモニタリングさ
れたり、メンテナンスされたりすることがなくなります。

Important

AWSServiceRoleForSecurityHub のサービスにリンクされたロールを削除するには、まずそ
れが有効になっているすべてのリージョンで Security Hub を無効にしておく必要があります。
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サービスにリンクされたロールを削除しようとしたときに、Security Hub が無効になっていない
場合、削除することはできません。詳細については、「Security Hub を無効にする (p. 821)」を
参照してください。

Security Hub を無効にすると、AWSServiceRoleForSecurityHub のサービスにリン
クされたロールは自動的に削除されません。Security Hub を再度有効にすると、既存の
AWSServiceRoleForSecurityHub サービスにリンクされたロールが使用されるようになります。

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

AWSServiceRoleForSecurityHub サービスにリンクされたロールを削除するには、IAM コンソー
ル、IAM CLI、または IAM API を使用します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスに
リンクされたロールの削除」を参照してください。

AWS Security Hub の AWS マネージドポリシー
ユーザー、グループ、ロールに許可を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マネージ
ドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマネージドポリ
シーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS マネージドポリ
シーを使用できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースをターゲット範囲に含めており、AWS 
アカウント で利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「AWS マネージドポリシー」を参照してください。

AWS のサービス は、AWS マネージドポリシーを維持し、更新します。AWS マネージドポリシーの許可
を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネー
ジドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーが添付されている、すべ
てのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール)に影響を与えます。新しい機能が起動した場合
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。サービスで、AWS マネージドポリシーから許可が削除されることはないた
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機能のためのマネージドポリシーもサポートしてい
ます。例えば、ViewOnlyAccess AWS マネージドポリシーでは、多くの 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が提供されます。サービスで新しい機能が起動される場合は、AWS で新た
な操作とリソースに対する読み取り専用許可が追加されます。ジョブ機能ポリシーの一覧と説明について
は、「IAM ユーザーガイド」の「AWS ジョブ機能のマネージドポリシー」を参照してください。

AWS マネージドポリシー: 
AWSSecurityHubFullAccess
AWSSecurityHubFullAccess ポリシーは IAM アイデンティティに添付できます。

このポリシーにより、プリンシパルが Security Hub のすべてのアクションに完全にアクセスすることが許
可される、管理者許可が付与されます。このポリシーは、アカウントの Security Hub を手動で有効にす
る前に、プリンシパルに添付する必要があります。例えば、これらの許可を持つプリンシパルは、結果の
ステータスを表示および更新できます。カスタムインサイトを設定し、統合を有効にできます。これによ
り、標準とコントロールを有効または無効にすることができます。管理者アカウントのプリンシパルは、
メンバーアカウントを管理することもできます。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• securityhub - すべての Security Hub アクションへの完全なアクセスをプリンシパルに許可します。
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• iam - サービスにリンクされたロールの作成をプリンシパルに許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "securityhub:*", 
            "Resource": "*"  
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:AWSServiceName": "securityhub.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Security Hub マネージドポリシー: 
AWSSecurityHubReadOnlyAccess
AWSSecurityHubReadOnlyAccess ポリシーは IAM アイデンティティに添付できます。

このポリシーは、ユーザーが Security Hub の情報を確認できるようにするための読み取り専用の許可を付
与します。このポリシーが添付されたプリンシパルは、Security Hub で更新を実行できません。例えば、
これらの許可を持つプリンシパルは、アカウントに関連付けられた結果のリストを表示できますが、結果
のステータスを変更することはできません。インサイトの結果を表示することはできますが、カスタムイ
ンサイトを作成したり設定したりすることはできません。コントロールや製品統合を設定することはでき
ません。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• securityhub - ユーザーは、アイテムのリストまたはアイテムに関する詳細を返すアクションを実行す
ることができます。これには、Get、List、または Describe で始まる API オペレーションが含まれ
ます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [  
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "securityhub:Get*", 
                "securityhub:List*", 
                "securityhub:Describe*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}
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AWS マネージドポリシー: 
AWSSecurityHubOrganizationsAccess
AWSSecurityHubOrganizationsAccess ポリシーは IAM アイデンティティに添付できます。

このポリシーは、AWS Organizations の管理者許可を付与します。この許可は Security Hub と 
Organizations との統合をサポートするために必要です。

これらの許可により、組織管理アカウントで Security Hub の委任された管理者アカウントを指定できま
す。また、委任された Security Hub 管理者アカウントで、組織アカウントをメンバーアカウントとして有
効にすることもできます。

このポリシーでは、Organizations に対する許可のみが提供されます。組織管理アカウントと委任された 
Security Hub 管理者アカウントには、Security Hub の関連するアクションに対する許可も必要です。これ
らの許可は、AWSSecurityHubFullAccess マネージドポリシーを使用して付与することができます。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• organizations:ListAccounts - 組織に属するアカウントリストの取得を、プリンシパルに許可しま
す。

• organizations:DescribeOrganization - 組織設定に関する情報の取得を、プリンシパルに許可し
ます。

• organizations:EnableAWSServiceAccess - Security Hub と Organizations の統合の有効化を、プ
リンシパルに許可します。

• organizations:RegisterDelegatedAdministrator - Security Hub の委任された管理者アカウン
トを指定することを、プリンシパルに許可します。

• organizations:DeregisterDelegatedAdministrator - Security Hub の委任された管理者アカウ
ントを削除することを、プリンシパルに許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:ListAccounts", 
                "organizations:DescribeOrganization" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "organizations:ServicePrincipal": "securityhub.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:RegisterDelegatedAdministrator", 
                "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator" 
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            ], 
            "Resource": "arn:aws:organizations::*:account/o-*/*", 
            "Condition": { 
            "StringEquals": { 
                "organizations:ServicePrincipal": "securityhub.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AWS マネージドポリシー: 
AWSSecurityHubServiceRolePolicy
IAM エンティティに AWSSecurityHubServiceRolePolicy を添付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 Security Hub 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
クされたロールに添付されます。詳細については、「the section called “サービスリンクロールの使
用” (p. 29)」を参照してください。

このポリシーは、サービスにリンクされたロールに管理許可を付与し、Security Hub コントロールのセ
キュリティチェックを実行できるようにします。

許可の詳細

このポリシーには以下を実行するための許可が含まれています。

• cloudtrail - CloudTrail 追跡に関する情報を取得します。
• cloudwatch - 現在の CloudWatch アラームを取得します。
• logs - CloudWatch logs のメトリクスフィルターを取得します。
• sns - SNS トピックのサブスクリプションリストを取得します。
• config - 設定レコーダー、リソース、および AWS Config ルールに関する情報を取得します。また、

サービスにリンクされたロールに AWS Config ルールの作成と削除、およびルールに対する評価の実行
も許可します。

• iam - アカウントの認証情報レポートの取得と生成を実行します。
• organizations - 組織のアカウント情報を取得します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [  
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudtrail:DescribeTrails", 
                "cloudtrail:GetTrailStatus", 
                "cloudtrail:GetEventSelectors", 
                "cloudwatch:DescribeAlarms", 
                "logs:DescribeMetricFilters", 
                "sns:ListSubscriptionsByTopic", 
                "config:DescribeConfigurationRecorders", 
                "config:DescribeConfigurationRecorderStatus", 
                "config:DescribeConfigRules", 
                "config:BatchGetResourceConfig", 
                "config:PutEvaluations", 
                "config:SelectResourceConfig", 
                "iam:GenerateCredentialReport", 
                "iam:GetCredentialReport", 
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                "organizations:ListAccounts", 
                "organizations:DescribeAccount", 
                "organizations:DescribeOrganization" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "config:PutConfigRule", 
                "config:DeleteConfigRule", 
                "config:GetComplianceDetailsByConfigRule", 
                "config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/*securityhub*" 
        } 
    ]
}

AWS マネージドポリシーに対する Security Hub の更
新
このサービスがこれらの変更の追跡を開始してからの、Security Hub の AWS マネージドポリシーの更新
に関する詳細を表示します。このページの変更に関する自動通知については、Security Hub の [Document 
history] (p. 823) (ドキュメントの履歴) ページの RSS フィードをサブスクライブしてください。

変更 説明 日付

AWSSecurityHubServiceRolePolicy (p. 34)
- 既存のポリシーを更新する

Security Hub が既存の
config:PutEvaluations 許可
をポリシー内の別のステートメ
ントに移動しました。

これによ
り、config:PutEvaluations
許可がすべてのリソースに適用
されます。

2021 年 7 月 14 日

AWSSecurityHubServiceRolePolicy (p. 34)
- 既存のポリシーを更新する

Security Hub は、サービスにリ
ンクされたロールから評価結果
を AWS Config に送信すること
を許可する新しい許可を追加し
ました。

2021 年 6 月 29 日

AWSSecurityHubServiceRolePolicy (p. 34)
- マネージドポリシーのリストに
追加しました

マネージドポリシー
AWSSecurityHubServiceRolePolicy
についての情報を追加しまし
た。これは Security Hub のサー
ビスにリンクされたロールで使
用されます。

2021 年 6 月 11 日

AWSSecurityHubOrganizationsAccess (p. 33)
- 新しいポリシー

Security Hub に、Security Hub 
と Organizations との統合に必
要な許可を付与する新しいポリ
シーが追加されました。

2021 年 3 月 15 日
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変更 説明 日付

Security Hub で変更の追跡が開
始されました

Security Hub で、AWS マネージ
ドポリシーの変更の追跡が開始
されました。

2021 年 3 月 15 日

AWS Security Hub 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 AWS Security Hub コンプライアンスプログラムの一
環として AWS のセキュリティとコンプライアンスを評価します。これらのプログラムに
は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA などが含まれます。

特定のコンプライアンスプログラムの範囲内の AWS サービスのリストについては、「コンプライアンス
プログラムによる AWS 対象範囲内のサービス」を参照してください。一般的な情報については、「AWS 
コンプライアンスプログラム」を参照してください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact のレポートのダウンロード」を参照してください。

Security Hub を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社のコ
ンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンスに役
立つ以下のリソースを提供しています。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド - これらのデプロイガイドでは、アーキテ
クチャ上の考慮事項について説明し、機密性とコンプライアンスに焦点を当てたベースライン環境を 
AWS にデプロイするためのステップが示されています。

• AWS コンプライアンスのリソース - ワークブックとお客様の業界や所在地に適用される場合があるガイ
ドのコレクション。

• AWS Config - この AWS サービスでは、自社プラクティス、業界ガイドライン、および規制に対するリ
ソースの設定の準拠状態を評価します。

• AWS Security Hub - この AWS 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 Security Hub でのインフラストラクチャセ
キュリティ

マネージドサービスである AWS Security Hub は、「アマゾン ウェブ サービスのセキュリティプロセスの
概要」というホワイトペーパーに記載されている AWS グローバルネットワークセキュリティの手順で保
護されています。

AWS が公開した API コールを使用して、ネットワーク経由で Security Hub にアクセスします。クライ
アントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2 以降
が推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman 
(ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされ
ている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされ
ています。

また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。
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AWS Security Hub とインターフェイス VPC エン
ドポイント (AWS PrivateLink)

VPC と AWS Security Hub とのプライベート接続を確立するには、インターフェイス VPC エンドポイ
ントを作成します。インターフェイスエンドポイントは AWS PrivateLink テクノロジーを利用していま
す。このテクノロジーは Security Hub API にプライベートにアクセスでき、インターネットゲートウェ
イ、NAT デバイス、VPN 接続、AWS Direct Connect 接続のいずれも必要としません。VPC のインスタン
スは、パブリック IP アドレスがなくても Security Hub API と通信できます。VPC と Security Hub との間
のトラフィックは、Amazon ネットワークを離れません。

各インターフェイスエンドポイントは、サブネット内の 1 つ以上の Elastic Network Interface によって表
されます。

詳細については、「AWS PrivateLink ガイド」の「インターフェイス VPC エンドポイント (AWS 
PrivateLink)」を参照してください。

Security Hub VPC エンドポイントに関する考慮事項
Security Hub 用のインターフェース VPC エンドポイントを設定する前に、「AWS PrivateLink ガイド」の
「インターフェイスエンドポイントのプロパティと制限」の内容を確認してください。

Security Hub では、VPC からのすべての API アクションの呼び出しをサポートしています。
Note

Security Hub では、アジアパシフィック (大阪) リージョンで VPC エンドポイントがサポートさ
れていません。

Security Hub 用のインターフェイス VPC エンドポイ
ントの作成
Security Hub サービス用の VPC エンドポイントを作成するには、Amazon VPC コンソールまたは AWS 
Command Line Interface (AWS CLI) を使用できます。詳細については、「AWS PrivateLink ガイド」の
「インターフェイスエンドポイントの作成」を参照してください。

Security Hub 用の VPC エンドポイントを作成するには、次のサービス名を使用します。

• com.amazonaws.region.securityhub

エンドポイントのプライベート DNS を有効にすると、リージョンのデフォルト DNS 名 
(securityhub.us-east-1.amazonaws.com など) を使用して、Security Hub への API リクエストを実
行できるようになります。

詳細については、「AWS PrivateLink ガイド」の「インターフェイスエンドポイントを介したサービスへ
のアクセス」を参照してください。

Security Hub 用の VPC エンドポイントポリシーの作
成
VPC エンドポイントに Security Hub へのアクセスをコントロールするエンドポイントポリシーを添付でき
ます。このポリシーでは、以下の情報を指定します。

• アクションを実行できるプリンシパル。
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• 実行可能なアクション。
• このアクションを実行できるリソース。

詳細については、「AWS PrivateLink ガイド」の「VPC エンドポイントでサービスへのアクセスを制御す
る」を参照してください。

例: Security Hub アクションの VPC エンドポイントポリシー

以下は、Security Hub のエンドポイントポリシーの例です。このポリシーは、エンドポイントに添付され
ると、すべてのリソースのすべてのプリンシパルに対して、登録されている Security Hub アクションへの
アクセスが許可されます。

{ 
   "Statement":[ 
      { 
         "Principal":"*", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "securityhub:getFindings", 
            "securityhub:getEnabledStandards", 
            "securityhub:getInsights" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      } 
   ]
}
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管理者アカウントおよびメンバーア
カウントの管理

管理者アカウントは、メンバーアカウントからのデータを表示できます。管理者とメンバーの関係
は、AWS Organizations との統合を使用するかどうかに基づいて異なる方法で確立されます。

Organizations と統合している場合、組織管理アカウントは Security Hub 管理者アカウントを指定
します。「the section called “Security Hub 管理者アカウントの指定” (p. 43)」を参照してくださ
い。Security Hub 管理者アカウントは、組織内のすべてのアカウントに対するアクセス権を自動的に付与
されます。Security Hub 管理者アカウントは、どの組織アカウントをメンバーアカウントとして有効にす
るかを決定します。「the section called “組織メンバーアカウントの管理” (p. 48)」を参照してくださ
い。これらのメンバーアカウントは、管理者アカウントとの関連付けを解除することができません。

そうでない場合、メンバーアカウントは管理者アカウントからの招待を承諾します。Security Hub 管理者
アカウントは、組織に属していないメンバーアカウントを招待することもできます。「the section called 
“招待によるメンバーアカウントの管理” (p. 52)」を参照してください。招待によって追加されたアカウ
ントは、管理者アカウントとの関連付けを解除できます。

トピック
• 管理者とメンバーの関係性の影響 (p. 39)
• 制約と推奨事項 (p. 40)
• アカウント管理のための AWS Organizations への移行 (p. 41)
• アカウントに許可されるアクション (p. 42)
• Security Hub 管理者アカウントの指定 (p. 43)
• 組織に属するメンバーアカウントの管理 (p. 48)
• 招待によるメンバーアカウントの管理 (p. 52)
• アカウントアクションが Security Hub データに及ぼす影響 (p. 59)

管理者とメンバーの関係性の影響
管理者アカウントには、メンバーアカウントに関連付けられている結果を表示する許可が付与されていま
す。また、管理者アカウントでメンバーアカウント全体のインサイト結果やコントロールステータスを表
示することも可能です。管理者アカウントは、メンバーアカウントの結果に対してアクションを実行する
こともできます。

Security Hub では、メンバーアカウントの結果を管理者アカウントにコピーすることはできません。管理
者アカウントで、メンバーアカウントの Security Hub 設定を変更することもできません。詳細について
は、「the section called “アカウントに許可されるアクション” (p. 42)」を参照してください。

Security Hub では、すべての結果が、特定のアカウントの特定のリージョンに取り込まれます。

管理者アカウントは、各リージョンのメンバーアカウントの結果を表示および管理できます。

集約リージョンでは、管理者アカウントで、集約リージョンにレプリケートされたリンク済みリージョン
のメンバーアカウントの結果を表示および管理することができます。クロスリージョン集約の詳細につい
ては、「クロスリージョン集約 (p. 61)」を参照してください。
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制約と推奨事項
メンバーアカウントの最大数
Security Hub は、各リージョンの各管理者アカウントにつき、最大 5,000 のメンバーアカウントをサポー
トします。

アカウントとリージョン
組織別のメンバーシップ
AWS Organizations に登録している場合、組織の管理アカウントが、各リージョンの Security Hub 管理者
アカウントを指定できます。

リージョンの Security Hub 管理者アカウントは、Organizations の Security Hub で、そのリージョンの委
任管理者アカウントになります。例外は、組織管理アカウントが自らを Security Hub 管理者アカウントと
して指定している場合です。組織の管理アカウントを、Organizations の委任された管理者アカウントにす
ることはできません。

リージョンの委任管理者アカウントを Organizations に作成すると、組織管理アカウントは、委任管理者
アカウントか自らのいずれかを、そのリージョンの Security Hub 管理者アカウントとして選択することが
できます。すべてのリージョンで、同一の委任管理者アカウントを選択することが推奨されます。

Security Hub 管理者アカウントは、リージョンごとにメンバーアカウントを個別に管理します。

招待によるメンバーシップ
招待によって作成されたメンバーアカウントの場合、管理者アカウントとメンバーのアカウントの関連付
けは、招待の送信元の 1 つのリージョンでのみ作成されます。管理者アカウントでは、使用する各リー
ジョンの Security Hub を有効にする必要があります。次に、管理者アカウントは各アカウントを招待し、
そのリージョンのメンバーアカウントとして関連付けます。

管理者とメンバーの関係性に関する制限
アカウントを、管理者アカウントとメンバーアカウントの両方のアカウントとして同時に設定することは
できません。

メンバーアカウントは、一度に 1 つの管理者アカウントのみと関連付けることができます。Security Hub 
管理者アカウントによって組織アカウントが有効になっている場合、そのアカウントは別のアカウントか
らの招待を承諾することができません。アカウントが招待を承諾した場合、組織の Security Hub 管理者ア
カウントでそのアカウントを有効にすることはできません。また、他のアカウントからの招待を受信する
ことはできません。

手動の招待プロセスでは、メンバーシップの招待の承諾はオプションです。

サービス間の管理者アカウントの調整
Security Hub は、Amazon GuardDuty、Amazon Inspector、Amazon Macie などさまざまな AWS サービ
スから結果を集約します。Security Hub では、ユーザーは GuardDuty の結果からピボットして Amazon 
Detective で調査を開始することもできます。

ただし、これらの他のサービスで設定した管理者とメンバーの関係が、Security Hub に自動的に適用され
ることはありません。Security Hub ではこれらすべてのサービスで、管理者アカウントと同じアカウント
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を使用することを推奨しています。この管理者アカウントは、セキュリティツールを担当するアカウント
である必要があります。また、AWS Config の集約アカウントもこのアカウントが担う必要があります。

例えば、GuardDuty 管理アカウント A のユーザーは、GuardDuty コンソールで GuardDuty メンバーアカ
ウント B と C の結果を表示できます。アカウント A が Security Hub を有効にした場合、アカウント A の
ユーザーは Security Hub でアカウント B と C の GuardDuty の結果を自動的には確認できません。これら
のアカウントには、Security Hub 管理者とメンバーの関係も必要になります。

これを行うには、アカウント A をSecurity Hub 管理者アカウントにし、アカウント B と C がSecurity Hub 
のメンバーアカウントになるようにします。

アカウント管理のための AWS Organizations への
移行

手動の招待を承諾したメンバーアカウントを持つ既存の管理者アカウントが存在している可能性がありま
す。AWS Organizations に登録している場合、手動招待プロセスを使用する代わりに、Organizations を
使って次の手順でメンバーアカウントを有効化および管理します。

1. 組織の Security Hub 管理者アカウントを指定します。 (p. 42)
2. Security Hub 管理者アカウント下で組織アカウントを有効にします。既存のメンバーアカウントは自動

的に有効になります。 (p. 42)

次の図表は、移行前の管理者およびメンバーアカウントの構造、Organizations 内の設定、および移行後の
アカウント構造の概要を示しています。
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組織の Security Hub 管理者アカウントを指定する
組織の管理アカウントで、組織の Security Hub 管理者アカウントを指定します。「the section called 
“Security Hub 管理者アカウントの指定” (p. 43)」を参照してください。Security Hub 管理者アカウント
は、Organizations 内の Security Hub の委任された管理者アカウントになります。

移行を簡単にするために、Security Hub では、現在の管理者アカウントを組織の Security Hub 管理者アカ
ウントとして選択することを推奨しています。これは、メンバーアカウントが複数の管理者アカウントに
属すことができないためです。組織の管理者アカウントは、別の管理者アカウント下でメンバーアカウン
トになっている組織アカウントを有効にすることはできません。

組織アカウントをメンバーアカウントとして有効にす
る
Security Hub 管理者アカウントは、どの組織アカウントをメンバーアカウントとして有効にするかを決定
します。「the section called “組織メンバーアカウントの管理” (p. 48)」を参照してください。

Security Hub 管理者アカウントでは、[Accounts] (アカウント) ページで組織内のすべてのアカウントを表
示することができます。組織アカウントのタイプは、以前は招待によるメンバーアカウントだった場合で
も、[By organization] (組織別) になります。

Security Hub 管理者アカウントがすでに管理者アカウントである場合、既存のメンバーアカウントはすべ
て自動的にメンバーアカウントとして有効になります。組織アカウントではない既存のメンバーアカウン
トのタイプは、[By invitation] (招待による) になります。

[Accounts] (アカウント) ページには、組織に追加された新しいアカウントを自動的に有効にするオプショ
ンもあります。「the section called “新しいアカウントを自動的に有効にする” (p. 49)」を参照してくだ
さい。このオプションは最初はオフになっています ([Auto-enable is off] (自動有効化がオフ))。

このオプションを有効にしない限り、[Accounts] (アカウント) ページには [Enable] (有効化) ボタンを含ん
だメッセージが表示されます。[Enable] (有効化) を選択した場合、Security Hub は以下のアクションを実
行します。

• 別の管理者アカウント下のメンバーアカウントであるアカウントを除き、すべての組織アカウントをメ
ンバーアカウントとして有効にします。

Security Hub 管理者アカウントでこれらのアカウントを有効にする前に、他の管理者アカウントとの
関連付けを解除する必要があります。「the section called “メンバーアカウントの関連付けを解除す
る” (p. 56)」を参照してください。

組織アカウントで Security Hub が有効になっていない場合、Security Hub とデフォルトの標準はそのア
カウントに対して自動的に有効になります。

Security Hub が既に有効になっている組織アカウントの場合、Security Hub がアカウントに対して変更
を加えることはありません。メンバーシップのみが有効になります。

• 新規アカウントを自動的に有効にする設定に切り替えます ([Auto-enable is on] (自動有効化がオン))。

アカウントに許可されるアクション
管理者アカウントとメンバーアカウントは、次の Security Hub アクションにアクセスできます。テーブル
の値の意味は次のとおりです。

• すべて - アカウントは、同じ管理者またはアカウントのすべてのアカウントに対してアクションを実行
できます。

• 自分 - アカウントは、自分のアカウントでのみアクションを実行できます。
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ダッシュ (–) は、アカウントがアクションを実行できないことを示します。

この表は、管理者およびメンバーアカウントのデフォルトの許可を示しています。カスタム IAM ポリシー
を使用することで、Security Hub の機能へのアクセスをさらに制限できます。ガイダンスと例について
は、ブログ記事「IAM ポリシーを AWS Security Hub ユーザーペルソナに合わせる」を参照してくださ
い。

アクション Security Hub 管理
者アカウント (組
織)

管理者アカウント 
(招待)

メンバー (組織) メンバー (招待)

アカウントを表示
する

すべて すべて - -

メンバーアカウン
トの関連付けを解
除する

すべて すべて - 自分

メンバーアカウン
トを削除する

組織以外のアカウ
ントすべて

すべて - -

Security Hub を無
効にする

- 自分 - 有効なメン
バーアカウントが
ない場合

自分 - Security 
Hub 管理者アカウ
ントとの関連付け
が解除された場合

自分 - 管理者アカ
ウントとの関連付
けが解除された場
合

結果を表示する すべて すべて 自分 自分

結果を更新する すべて すべて 自分 自分

インサイトの結果
を表示する

すべて すべて 自分 自分

コントロールの詳
細を表示する

すべて すべて 自分 自分

コントロールを有
効または無効にす
る

自分 自分 自分 自分

標準を有効または
無効にする

自分 自分 自分 自分

統合を有効または
無効にする

自分 自分 自分 自分

クロスリージョン
集約を設定する

すべて すべて - -

カスタムアクショ
ンを設定する

自分 自分 自分 自分

カスタムインサイ
トを設定する

自分 自分 自分 自分

Security Hub 管理者アカウントの指定
Security Hub 管理者アカウントは、組織のSecurity Hub メンバーシップを管理します。
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Security Hub 管理者アカウントの管理方法
組織管理アカウントが各リージョンの Security Hub 管理者アカウントを指定します。

その後 Security Hub 管理者アカウントで、組織アカウントをメンバーアカウントとして有効にします。他
のアカウントをメンバーアカウントに招待することもできます。「the section called “組織メンバーアカウ
ントの管理” (p. 48)」および「the section called “招待によるメンバーアカウントの管理” (p. 52)」を
参照してください。

メンバーアカウントは、一度に 1 つの管理者アカウントのみと関連付けることができます。Security Hub 
管理者アカウントは、別の管理者アカウントに属するメンバーアカウントを有効にすることはできませ
ん。

すべての Security Hub アカウントで AWS Config が有効になっていて、すべてのリソースを記録するよ
うに構成されている必要があります。AWS Config の要件の詳細については、「the section called “AWS 
Config の有効化” (p. 10)」を参照してください。

Security Hub 管理者アカウントを委任管理者アカウントとして設
定する
最初に Security Hub 管理者アカウントを選択すると、Security Hub で Organizations が呼び出され、その
アカウントが Security Hub の委任管理者アカウントとして設定されます。

Organizations に委任管理者アカウントを作成したら、そのアカウントか、組織管理アカウントのいずれか
を、すべてのリージョンの Security Hub 管理者アカウントとして選択することができます。すべてのリー
ジョンで、同一の委任管理者アカウントを選択することが推奨されます。

別のアカウントを選択するには、すべてのリージョンの現在の Security Hub 管理者アカウントを削除する
必要があります。

Security Hub 管理者アカウントを選択する際の推奨事項
マニュアルでの招待プロセスで管理者アカウントを設定している場合は、Security Hub でそのアカウント
を Security Hub 管理者アカウントとして指定することをお勧めします。
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また、組織の管理アカウントを Security Hub 管理者アカウントとして指定しないことが推奨されます。こ
れは、請求管理のために組織の管理アカウントにアクセスできるユーザーと、セキュリティ管理のために 
Security Hub にアクセスする必要があるユーザーが異なる可能性があるためです。

また、組織の管理アカウントを、組織のサービスを委任する管理者アカウントにすることはできません。

Security Hub 管理者アカウントの削除
組織管理アカウントで、Security Hub 管理者アカウントを削除することができます。

組織管理アカウントでコンソールを使用して、あるリージョンの Security Hub 管理者アカウントを削除
すると、すべてのリージョンで自動的に削除されます。また、Security Hub で Organizations が呼び出さ
れ、委任管理者アカウントが削除されます。

Security Hub API を使用すると、API コールまたはコマンドが発行されたリージョンでのみ Security Hub 
管理者アカウントが削除されます。他のリージョンの更新はされず、Organizations の委任管理者アカウン
トも削除されません。

Organizations API を使用して Security Hub の委任管理者アカウントを削除すると、Security Hub によって
すべてのリージョンの Security Hub 管理者アカウントも削除されます。

Security Hub 管理者アカウントを設定するために必要
な許可
Security Hub 管理者アカウントを指定したり削除したりするには、組織の管理アカウントには、Security 
Hub で EnableOrganizationAdminAccount および DisableOrganizationAdminAccount アク
ション許可が付与されている必要があります。組織の管理アカウントには、Organizations の管理許可も必
要です。

必要な許可をすべて付与するには、組織の管理アカウントの IAM プリンシパルに次の Security Hub マネー
ジドポリシーを添付します。

• AWSSecurityHubFullAccess (p. 31)
• AWSSecurityHubOrganizationsAccess (p. 33)

Security Hub 管理者アカウントの指定 (コンソール)
組織管理アカウントは、Security Hub コンソールを使用して、Security Hub 管理者アカウントを指定する
ことができます。

組織管理アカウントは、Security Hub 管理者アカウントを管理するために Security Hub を有効にする必要
はありません。

組織管理アカウントを Security Hub 管理者アカウントとして指定しないことをお勧めします。ただし、組
織管理アカウントを Security Hub 管理者アカウントとして選択する場合は、Security Hub を有効にする必
要があります。Security Hub が有効になっていない場合は、Security Hub を手動で有効にする必要があり
ます。組織管理アカウントに対して Security Hub を自動的に有効にすることはできません。

Security Hub へようこそページからSecurity Hub 管理者アカウントを指定するには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. [Go to Security Hub] (Security Hub に移動) を選択します。
3. Security Hub 管理者アカウントが現在割り当てられている場合は、新しいアカウントを指定する前

に、現在のアカウントを削除する必要があります。
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現在のアカウントを削除するには、[Delegated Administrator] (委任管理者) で [Remove] (削除) を選択
します。

4. [Delegated Administrator] (委任管理者) で、Security Hub 管理者アカウントとして指定するアカウント
のアカウント ID を入力します。

すべてのリージョンで同じ Security Hub 管理者アカウントを指定する必要があります。他のリージョ
ンで指定したアカウントとは異なるアカウントを指定すると、Security Hub はエラーを返します。

5. [Delegate] (委任) を選択します。

Security Hub が有効になっている場合は、[Settings] (設定) ページで Security Hub 管理者アカウントを指
定することもできます。

[Settings] (設定) ページで Security Hub 管理者アカウントを指定するには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. Security Hub ナビゲーションペインで、[Settings] (設定) を選択します。次に [Generate] (生成) を選択

します。
3. Security Hub 管理者アカウントが現在割り当てられている場合は、新しいアカウントを指定する前

に、現在のアカウントを削除する必要があります。

現在のアカウントを削除するには、[Delegated Administrator] (代理管理者) で、[Remove] (削除) を選
択します。

4. Security Hub 管理者アカウントとして指定するアカウントのアカウント ID を入力します。。

すべてのリージョンで同じ Security Hub 管理者アカウントを指定する必要があります。他のリージョ
ンで指定したアカウントとは異なるアカウントを指定すると、Security Hub はエラーを返します。

5. [Delegate] (委任) を選択します。

Security Hub 管理者アカウントの指定 (Security Hub 
API、AWS CLI)
Security Hub 管理者アカウントを指定するには、API コールまたは AWS Command Line Interface を使用
します。組織管理アカウントの認証情報を使用する必要があります。

Security Hub 管理者アカウントの指定を行うには (Security Hub API、AWS CLI)

• Security Hub API - EnableOrganizationAdminAccount オペレーションを使用します。Security Hub 
管理者アカウントの AWS アカウント ID を指定する必要があります。

• AWS CLI - コマンドラインで enable-organization-admin-account コマンドを実行します。

aws securityhub enable-organization-admin-account --admin-account-id <admin account ID>

例

aws securityhub enable-organization-admin-account --admin-account-id 777788889999

Security Hub 管理者アカウントの削除 (コンソール)
組織の管理アカウントで、現在の Security Hub 管理者アカウントを削除することができます。コンソール
を使用して Security Hub 管理者アカウントを削除すると、すべてのリージョンで Security Hub 管理者アカ
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ウントが削除されます。また、Security Hub で Organizations が呼び出され、Security Hub の委任管理者
アカウントが削除されます。

Security Hub 管理者アカウントが削除されると、削除された Security Hub 管理者アカウントとメンバーア
カウントの関連付けが解除されます。

有効なメンバーアカウントでは、Security Hub が引き続き有効になっています。新しい Security Hub 管理
者がメンバーアカウントとして有効にするまで、これらのアカウントはスタンドアロンアカウントになり
ます。

組織管理アカウントが Security Hub で有効なアカウントでない場合は、[Welcome to Security Hub]
(Security Hub へようこそ) ページのオプションを使用します。

[Welcome to Security Hub] (Security Hub へようこそ) ページから Security Hub 管理者アカウント
を削除するには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. [Go to Security Hub] (Security Hub に移動) を選択します。
3. [Delegated Administrator] (代理管理者) で、[Remove] (削除) を選択します。

組織管理アカウントが Security Hub で有効なアカウントである場合、[Settings] (設定) ページの [General]
(全般) タブのオプションを使用します。

[Settings] (設定) ページから Security Hub 管理者アカウントを削除するには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. Security Hub ナビゲーションペインで、[Settings] (設定) を選択します。次に [Generate] (生成) を選択

します。
3. [Delegated Administrator] (代理管理者) で、[Remove] (削除) を選択します。

Security Hub 管理者アカウントの削除 (Security Hub 
API、AWS CLI)
Security Hub 管理者アカウントを削除するには、API コールまたは AWS Command Line Interface を使用
します。組織管理アカウントの認証情報を使用する必要があります。

API または AWS CLI を使用して Security Hub 管理者アカウントを削除する場合、API コールまた
はコマンドが発行されたリージョンでのみ削除されます。Security Hub は他のリージョンを更新せ
ず、Organizations 内の委任された管理者アカウントは削除されません。

Security Hub 管理者アカウントを削除するには (Security Hub API、AWS CLI)

• Security Hub API - DisableOrganizationAdminAccount オペレーションを使用します。Security 
Hub 管理者アカウントのアカウント ID を指定する必要があります。

• AWS CLI - コマンドラインで disable-organization-admin-account コマンドを実行します。

aws securityhub disable-organization-admin-account --admin-account-id <admin account ID>

例

aws securityhub disable-organization-admin-account --admin-account-id 777788889999
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委任された管理者アカウントの削除 (Organizations 
API、AWS CLI)
Security Hub API を使用して Security Hub 管理者アカウントを削除すると、API コールまたはコマンドが
発行されたリージョンでのみ削除されます。Security Hub は他のリージョンを更新せず、Organizations 内
の委任された管理者アカウントも削除しません。

Organizations API を使用すると、委任された管理者アカウントを削除できます。Security Hub の委任され
た管理者アカウントを削除すると、Security Hub はすべてのリージョンからSecurity Hub 管理者アカウン
トも削除します。

委任された管理者アカウントを削除するには (Organizations API、AWS CLI)

• Organizations API - DeregisterDelegatedAdministrator オペレーションを使用しま
す。委任された管理者アカウントのアカウント ID と、Security Hub のサービスプリンシパル
securityhub.amazonaws.com を指定する必要があります。

• AWS CLI - コマンドラインで deregister-delegated-administrator コマンドを実行します。

aws organizations deregister-delegated-administrator --account-id <admin account ID> --
service-principal <Security Hub service principal>

例

aws organizations deregister-delegated-administrator --account-id 777788889999 --service-
principal securityhub.amazonaws.com

組織に属するメンバーアカウントの管理
組織アカウントの場合、Security Hub 管理者アカウントは次のアクションを実行できます。

• 組織に追加された新しい組織アカウントを Security Hub メンバーアカウントとして自動的に処理する。
• 既存の組織アカウントを Security Hub メンバーアカウントとして処理する。
• 組織に属するアカウントの関連付けを解除し、アカウントを削除する。

Security Hub の管理者アカウントに組織アカウントを管理するために必要な許可があることを確実にする
には、関連する IAM プリンシパルに次のマネージドポリシーを添付します。

• AWSSecurityHubFullAccess (p. 31)
• AWSSecurityHubOrganizationsAccess (p. 33)

Security Hub 管理者アカウントで、新しい組織アカウントを自動的に有効にするオプションが有効に
なっていない場合は、[Accounts] (アカウント) ページ上部にメッセージが表示されます。メッセージには
[Enable] (有効化) オプションが含まれています。

Note

このメッセージで [Enable] (有効化) を選択すると、新しく追加された組織アカウントと既存の組
織アカウントに影響が生じます。[Auto-enable accounts] (アカウントの自動有効化) を有効にする
と、新しく追加された組織アカウントだけに影響が生じます。詳細については、「新しい組織ア
カウントを自動的に有効にする (p. 49)」を参照してください。

[Enable] (有効化) を選択すると、Security Hub は、既存のすべての組織アカウントをメンバーアカウント
として処理し、組織に追加された新しいアカウントをメンバーアカウントとして自動的に処理します。

48

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/APIReference/API_DeregisterDelegatedAdministrator.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/organizations/deregister-delegated-administrator.html


AWS Security Hub ユーザーガイド
新しいアカウントを自動的に有効にする

Security Hub が有効になっていない組織アカウントの場合、Security Hub を有効にし、CIS AWS 
Foundations Benchmark 標準と AWS Foundational Best Practices 標準を有効にします。Security Hub が
既に有効になっている組織アカウントの場合、Security Hub はこれらのアカウントに対して変更を加える
ことはありません。有効になっている標準やコントロールは変更されません。

トピック
• 新しい組織アカウントを自動的に有効にする (p. 49)
• 組織からのメンバーアカウントの有効化 (p. 50)
• 組織からメンバーアカウントの関連付けを解除する (p. 51)

新しい組織アカウントを自動的に有効にする
Security Hub 管理者アカウントでは、Security Hub で新しい組織アカウントがメンバーアカウントとして
自動的に有効になるように設定することができます。

新しいアカウントが組織に追加されると、そのアカウントは [Accounts] (アカウント) ページのリストに
追加されます。組織アカウントの場合、[Type] (タイプ) は [By organization] (組織別) になります。デフォ
ルトでは、新しいアカウントはメンバーアカウントとして有効になっていません。ステータスは、[Not a 
member] (メンバーではない) です。

自動有効化を有効にすると、Security Hub は、組織に追加された新しいアカウントをメンバーアカウント
として処理します。自動有効化をオンにしても、メンバーアカウントとしてすでに有効化されていない場
合、既存の組織アカウントはメンバーアカウントとして処理されません。また、Security Hub では、すで
に別の管理者アカウントに属しているアカウントをメンバーとして自動的に処理することはできません。

組織アカウントで Security Hub が有効になっていない場合、Security Hub とデフォルトの標
準 (p. 348)はそのアカウントに対して自動的に有効になります。

Security Hub が既に有効になっている組織アカウントの場合、Security Hub がアカウントに対して変更を
加えることはありません。その場合、メンバーシップのみが作成されます。

すべての Security Hub アカウントで AWS Config が有効で、すべてのリソースを記録するように設定さ
れている必要があることにご注意ください。AWS Config の要件の詳細については、「the section called 
“AWS Config の有効化” (p. 10)」を参照してください。

新しいアカウントで Security Hub を自動的に有効にする (コン
ソール)
[Accounts] (アカウント) ページには、新しいアカウントを自動的に追加するための設定オプションが含ま
れています。

新しい組織アカウントをメンバーアカウントとして自動的に有効にするには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. Security Hub ナビゲーションペインで、[Settings] (設定) を選択します。
3. [Settings] (設定) ページで [Account] (アカウント) を選択します。
4. [Accounts] (アカウント) タブで、自動有効化設定を [Auto-enable is on] (自動有効化がオン) に切り替

えます。

新しい組織アカウントの Security Hub を自動的に有効にする 
(Security Hub API、AWS CLI)
新しい組織アカウントを自動的に有効にするかどうかを決定するには、Security Hub 管理者アカウントで 
Security Hub API または AWS Command Line Interface を使用します。
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新しい組織アカウントを自動的に有効にするには

• Security Hub API - UpdateOrganizationConfiguration オペレーションを使用します。新しい組織
アカウントを自動的に有効にするには、autoEnable を true に設定します。

• AWS CLI - コマンドラインで update-organization-configuration コマンドを実行します。

aws securityhub update-organization-configuration --auto-enable

組織からのメンバーアカウントの有効化
新しい組織アカウントをメンバーアカウントとして自動的に有効化しない場合は、それらのアカウントを
手動で有効にできます。また、関連付けを解除したアカウントは手動で有効にする必要があります。

アカウントがすでに別の管理者アカウントのメンバーアカウントである場合、アカウントを有効にするこ
とはできません。

また、現在一時停止されているアカウントを有効にすることもできません。一時停止中のアカウントを有
効にしようとすると、アカウントのステータスは [Account Suspended] (一次停止アカウント) に変更され
ます。

メンバーアカウントとして組織アカウントを有効にすると、次のようになります。

• アカウントで Security Hub が有効になっていない場合、そのアカウントに対してSecurity Hub が有効に
なります。AWS Foundational Security Best Practices と CIS AWS Foundations Benchmark の標準もア
カウントに対して有効になります。アカウントは招待を受信しません。

組織管理アカウントは例外です。組織管理アカウントに対して Security Hub を自動的に有効にすること
はできません。組織管理アカウントをメンバーアカウントとして有効にする前に、組織管理アカウント
で Security Hub を有効にする必要があります。

• アカウントで Security Hub が既に有効になっている場合、Security Hub はアカウントに対して変更を加
えません。メンバーシップのみが有効になります。

すべての Security Hub アカウントで AWS Config が有効で、すべてのリソースを記録するように設定さ
れている必要があることにご注意ください。AWS Config の要件の詳細については、「the section called 
“AWS Config の有効化” (p. 10)」を参照してください。

組織アカウントをメンバーアカウントとして有効にする (コン
ソール)
[Accounts] (アカウント) リストでは、一度も有効になっていない組織アカウント、または Security Hub 管
理者アカウントから関連付けを解除された組織アカウントのステータスは [Not a member] (メンバーでは
ない) になっています。

メンバーアカウントとして組織アカウントを有効化するには

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

を選択します。
3. [Accounts] (アカウント) リストで、有効にする各組織アカウントのチェックボックスを選択します。
4. [Actions] (アクション)、[Add member] (メンバーの追加) の順に選択します。
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組織アカウントをメンバーアカウントとして有効にする 
(Security Hub API、AWS CLI)
Security Hub 管理者アカウントは、Security Hub API または AWS Command Line Interface を使用して、
組織アカウントを有効にすることができます。手動招待プロセスとは異なり、CreateMembers を使用し
て組織アカウントを有効にする場合、招待を送信する必要はありません。

メンバーアカウントとして組織アカウントを有効にするには

• Security Hub API - CreateMembers オペレーションを使用します。有効にするアカウントごとに、アカ
ウント ID を指定します。

• AWS CLI - コマンドラインで create-members コマンドを実行します。

aws securityhub create-members --account-details '[{"AccountId": "<accountId>"}]'

例

aws securityhub create-members --account-details '[{"AccountId": "123456789111"}, 
 {"AccountId": "123456789222"}]'

組織からメンバーアカウントの関連付けを解除する
有効なメンバーアカウントからの結果の受信および表示を停止するには、メンバーアカウントの関連付け
を解除します。

メンバーアカウントの関連付けを解除すると、ステータスが [Not a member] (メンバーではない) に変わり
ます。

メンバーアカウントの関連付けを解除する (コンソール)
メンバーアカウントの関連付けを解除するには

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

す。
3. [Accounts] (アカウント) リストで、関連付けを解除するアカウントを選択します。関連付けを解除で

きるのは、ステータスが [Enabled] (有効) のアカウントのみです。
4. [Actions] (アクション) を選択してから、[Disassociate account] (アカウントの関連付けを解除する) を

選択します。

アカウントの関連付けを解除する (Security Hub API、AWS CLI)
メンバーアカウントの関連付けを解除するには、Security Hub API または AWS Command Line Interface 
を使用します。

メンバーアカウントの関連付けを解除するには (Security Hub API、AWS CLI)

• Security Hub API - DisassociateMembers オペレーションを使用します。関連付けを解除するメン
バーアカウントの AWS アカウント ID を指定する必要があります。メンバーアカウントのリストを表示
するには、ListMembers オペレーションを使用します。

• AWS CLI - コマンドラインで disassociate-members コマンドを実行します。
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aws securityhub disassociate-members --account-ids "<accountIds>"

例

aws securityhub disassociate-members --account-ids "123456789111" "123456789222"

招待によるメンバーアカウントの管理
AWS Security Hub は手動の招待プロセスもサポートしています。AWS Organizations を使用しない場合
は、手動プロセスを使用します。

このプロセスは、自分の組織に属していないアカウントにも使用します。たとえば、組織にテストアカウ
ントを含めない場合もあります。あるいは、複数の組織のアカウントを 1 つの Security Hub 管理者アカウ
ントに統合することもあります。Security Hub 管理者アカウントは、他の組織に属するアカウントに招待
を送信する必要があります。

[Settings] (設定) ページの [Accounts] (アカウント) タブで、招待によって追加されたアカウントは [Type]
(タイプ) が [By invitation] (招待による) に設定されています。

組織をまったく使用しない場合、メンバーアカウントが招待を受け入れると、アカウントが管理者アカウ
ントになります。

トピック
• メンバーアカウントの追加と招待 (p. 52)
• メンバーアカウントへの招待を承諾する (p. 54)
• メンバーアカウントの関連付けを解除する (p. 56)
• メンバーアカウントの削除 (p. 57)
• 管理者アカウントから関連付けを解除する (p. 58)

メンバーアカウントの追加と招待
アカウントは、招待を承諾するアカウントの管理者アカウントになります。

別のアカウントからの招待を受け入れると、自分のアカウントはメンバーアカウントになり、招待したア
カウントは自分の管理者アカウントになります。

自分のアカウントが管理者アカウントである場合、メンバーアカウントになるための招待を受け入れるこ
とはできません。

メンバーアカウントの追加は、以下のステップで構成されています。

1. 管理者アカウントで、メンバーアカウントをメンバーアカウントのリストに追加します。
2. 管理者アカウントから、メンバーアカウントに招待を送信します。
3. メンバーアカウントは招待を承諾します。

メンバーアカウントの追加 (コンソール)
Security Hub コンソールから、メンバーアカウントのリストにアカウントを追加することができます。こ
れを行うには、アカウントを個別に選択するか、アカウント情報を含む .csv ファイルをアップロードし
ます。
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各アカウントについて、アカウント ID と E メールアドレスを指定する必要があります。メールアドレス
は、アカウントのセキュリティ問題について連絡する E メールアドレスである必要があります。アカウン
トの検証には使用されません。

メンバーアカウントのリストにアカウントを追加するには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. 左側のペインで、[Settings] (設定) を選択します。
3. [Settings] (設定) ページで [Accounts] (アカウント) を選択してから、[Add accounts] (アカウントの追

加) を選択します。その後、アカウントを個別に追加するか、アカウントのリストを含む .csv ファイ
ルをアップロードできます。

4. アカウントを選択するには、次のいずれかを実行します。

• アカウントを個別に追加するには、[Enter accounts] (アカウントを入力) に、追加するアカウントの
アカウント ID と E メールアドレスを入力して [Add] (追加) を選択します。

アカウントごとにこのプロセスを繰り返します。
• カンマ区切り値 (.csv) ファイルを使用して複数のアカウントを追加するには、まずファイルを作成

します。ファイルには、追加する各アカウントのアカウント ID と E メールアドレスを含める必要
があります。

.csv リストには 1 行に 1 つのアカウントが入力されている必要があります。.csv ファイルの 1 
行目には、ヘッダーが含まれている必要があります。ヘッダーの、一列目は Account ID で二列目
は Email です。

続く各行には、追加するアカウントの有効なアカウント ID および E メールアドレスが含まれてい
る必要があります。

.csv ファイルをテキストエディタで表示した場合、次のようになります。

Account ID,Email
111111111111,user@example.com

スプレッドシートプログラムでは、フィールドは別々の列に表示されます。基になる形式はコンマ
で区切られています。アカウント ID の書式設定は 10 進数以外の数値にする必要があります。たと
えば、アカウント ID 444455556666 の場合、書式設定を 444455556666.0 とすることはできませ
ん。また、数値の書式設定によってアカウント ID の先頭のゼロが削除されないようにしてくださ
い。

ファイルを選択するには、コンソールで [Upload list (.csv)] (リストのアップロード (.csv)) を選択し
ます。次に [Browse] (参照) を選択します。

ファイルを選択したら、[Add accounts] (アカウントの追加) を選択します。
5. アカウントの追加が完了したら、[Accounts to be added] (追加するアカウント) で [Next] (次) を選択し

ます。

メンバーアカウントの招待 (コンソール)
メンバーアカウントを追加した後、メンバーアカウントに招待を送信します。関連付けを解除したアカウ
ントに招待を再送信することもできます。

新しいアカウントに招待を送信するには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Settings] (設定) を選択し、[Accounts] (アカウント) を選択します。
3. 招待するアカウントの [Status] (ステータス) 列の [Invite] (招待) を選択します。
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4. 確認を求められたら [Invite] (招待) を選択します。

関連付けを解除したアカウントに招待を再送信するには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Settings] (設定) を選択し、[Accounts] (アカウント) を選択します。
3. 招待を再送信したい関連付けられていないアカウントを選択します。
4. [Actions] (アクション) から、[Resend invitation] (招待を再送信) を選択します。

メンバーアカウントの追加 (Security Hub API、AWS CLI)
メンバーアカウントを追加するには、API コールまたは AWS Command Line Interface を使用します。管
理者アカウントの認証情報を使用する必要があります。このアクションを実行できるのは、管理者アカウ
ントのみです。

メンバーアカウントを追加するには (Security Hub API、AWS CLI)

• Security Hub API - CreateMembers オペレーションを使用します。追加するメンバーアカウントごと
に、AWS アカウント ID を指定する必要があります。

• AWS CLI - コマンドラインで create-members コマンドを実行します。

aws securityhub create-members --account-details '[{"AccountId": "<accountID1>"}]'

例

aws securityhub create-members --account-details '[{"AccountId": "123456789111"}, 
 {"AccountId": "123456789222"}]'

メンバーアカウントの招待 (Security Hub API、AWS CLI)
追加したアカウントを招待するには、API コールまたは AWS Command Line Interface を使用します。同
じ API オペレーションを使用するか AWS CLI コマンドを使用して、関連付けを解除したメンバーアカウ
ントに招待を再送信します。管理者アカウントの認証情報を使用する必要があります。このアクションを
実行できるのは、管理者アカウントのみです。

メンバーアカウントを招待するには (Security Hub API、AWS CLI)

• Security Hub API - InviteMembers オペレーションを使用します。招待するアカウントごとに、AWS 
アカウント ID を指定する必要があります。

• AWS CLI - コマンドラインで invite-members コマンドを実行します。

aws securityhub invite-members --account-ids <accountIDs>

例

aws securityhub invite-members --account-ids "123456789111" "123456789222"

メンバーアカウントへの招待を承諾する
メンバーアカウントへの招待を承諾または拒否することができます。
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招待を承諾すると、アカウントが AWS Security Hub メンバーアカウントになります。招待を送信したア
カウントは、Security Hub 管理者アカウントになります。管理者アカウントのユーザーは、Security Hub 
でメンバーアカウントの結果を表示できます。

招待を拒否すると、アカウントは管理者アカウントのメンバーアカウントのリストで、[Resigned] (辞退) 
とマークされます。

メンバーアカウントへの招待は 1 つしか承諾できません。

招待を承諾または拒否する前に、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、「the section called “Security Hub を手動で有効にする” (p. 13)」を参照してください。

すべての Security Hub アカウントで AWS Config が有効で、すべてのリソースを記録するように設定さ
れている必要があることにご注意ください。AWS Config の要件の詳細については、「the section called 
“AWS Config の有効化” (p. 10)」を参照してください。

招待を承諾する (コンソール)
[Accounts] (アカウント) ページの、[Administrator account] (管理者アカウント) には、アカウントの招待情
報とメンバーシップ情報が表示されます。

メンバーアカウントへの招待を承諾するには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Settings] (設定) を選択し、[Accounts] (アカウント) を選択します。
3. [Administrator account] (管理者アカウント) で、[Accept] (承諾) をオンにし、[Accept invitation] (招待

を承諾) を選択します。

招待を承諾する (Security Hub API,AWS CLI)
メンバーアカウントへの招待を承諾するには、API コールまたは AWS Command Line Interface を使用し
ます。招待を受けたメンバーアカウントの認証情報を使用する必要があります。

招待を承諾するには (Security Hub API、AWS CLI)

• Security Hub API - AcceptAdministratorInvitation オペレーションを使用します。招待識別
子と管理者アカウントの AWS アカウント ID を指定する必要があります。招待の詳細を取得するに
は、ListInvitations オペレーションを使用します。

• AWS CLI - コマンドラインで accept-administrator-invitation コマンドを実行します。

aws securityhub accept-administrator-invitation --administrator-
id <administratorAccountID> --invitation-id <invitationID>

例

aws securityhub accept-administrator-invitation --administrator-id 123456789012 --
invitation-id 7ab938c5d52d7904ad09f9e7c20cc4eb

Note

Security Hub コンソールは引き続き AcceptInvitation を使用します。最終的には
AcceptAdministratorInvitation を使用するように変更されます。この機能へのアクセスを
制御する IAM ポリシーは、引き続き AcceptInvitation を使用する必要があります。また、コ
ンソールで AcceptAdministratorInvitation の使用が開始された後に正しい許可が設定さ
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れているようにするには、ポリシーに AcceptAdministratorInvitation を追加する必要が
あります。

招待を拒否する (コンソール)
メンバーアカウントへの招待を拒否できます。招待を拒否すると、管理者アカウントのメンバーアカウン
トのリストで、アカウントは [Resigned] (辞退) とマークされます。

メンバーアカウントへの招待を拒否するには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Settings] (設定) を選択し、[Accounts] (アカウント) を選択します。
3. [Administrator account] (管理者アカウント) で、[Decline invitation] (招待の拒否) を選択します。

招待を拒否する (Security Hub API、AWS CLI)
招待を拒否するには、API コールまたは AWS Command Line Interface を使用します。

招待を拒否するには (Security Hub API、AWS CLI)

• Security Hub API - DeclineInvitations オペレーションを使用します。招待を発行した管理
者アカウントの AWS アカウント ID を指定する必要があります。招待に関する情報を表示するに
は、ListInvitations オペレーションを使用します。

• AWS CLI - コマンドラインで decline-invitations コマンドを実行します。

aws securityhub decline-invitations --account-ids "<administratorAccountId>"

例

aws securityhub decline-invitations --account-ids "123456789012"

メンバーアカウントの関連付けを解除する
管理者アカウントにログインしている最中に、メンバーアカウントの関連付けを解除し、そのアカウント
の結果を受け取ることおよび表示することを停止します。メンバーを削除する前に、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。

メンバーアカウントの関連付けを解除すると、メンバーアカウントのリストには残りますが、ステータス
が [Removed (Disassociated)] (削除 (関連付け解除)) になります。アカウントは、メンバーアカウントの管
理者アカウント情報から削除されます。

アカウントの結果の受信を再開するには、招待を再送信します。メンバーアカウントを完全に削除するに
は、メンバーアカウントを削除します。

メンバーアカウントの関連付けを解除する (コンソール)
[Accounts] (アカウント) ページで、1 つ以上のメンバーアカウントの関連付けを解除できます。

メンバーアカウントの関連付けを解除するには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Settings] (設定) を選択し、[Accounts] (アカウント) を選択します。
3. [Member accounts] (メンバーアカウント) で、関連付けを解除するアカウントを選択します。
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4. [Actions] (アクション) を選択してから、[Disassociate accounts] (アカウントの関連付けを解除する) 
を選択します。

メンバーアカウントの関連付けを解除する (Security Hub 
API、AWS CLI)
メンバーアカウントの関連付けを解除するには、API コールまたは AWS Command Line Interface を使用
します。

メンバーアカウントの関連付けを解除するには (Security Hub API、AWS CLI)

• Security Hub API - DisassociateMembers オペレーションを使用します。関連付けを解除するメン
バーアカウントの AWS アカウント ID を指定する必要があります。メンバーアカウントのリストを表示
するには、ListMembers オペレーションを使用します。

• AWS CLI - コマンドラインで disassociate-members コマンドを実行します。

aws securityhub disassociate-members --account-ids <accountIds>

例

aws securityhub disassociate-members --account-ids "123456789111" "123456789222"

メンバーアカウントの削除
管理者アカウントとして、招待によって追加されたメンバーアカウントを削除できます。有効なアカウン
トを削除する前に、関連付けを解除する必要があります。

メンバーアカウントを削除すると、そのメンバーアカウントはリストから完全に削除されます。アカウン
トのメンバーシップを復元するには、アカウントを追加し、まったく新しいメンバーアカウントであるか
のように招待する必要があります。

メンバーアカウントの削除 (コンソール)
Security Hub コンソールで、複数のアカウントを削除できます。

メンバーアカウントを削除するには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Settings] (設定) を選択し、[Accounts] (アカウント) を選択します。
3. [Member accounts] (メンバーアカウント) で、削除するアカウントを選択します。
4. [Actions] (アクション) を選択してから、[Delete accounts] (アカウントの削除) を選択します。

メンバーアカウントの削除 (Security Hub API、AWS CLI)
メンバーアカウントを削除するには、API コールまたは AWS Command Line Interface を使用します。

メンバーアカウントを削除するには (Security Hub API、AWS CLI)

• Security Hub API - DeleteMembers オペレーションを使用します。削除するメンバーアカウン
トの AWS アカウント ID を指定する必要があります。メンバーアカウントのリストを取得するに
は、ListMembers オペレーションを使用します。

• AWS CLI - コマンドラインで delete-members コマンドを実行します。
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aws securityhub delete-members --account-ids <memberAccountIDs>

例

aws securityhub delete-members --account-ids "123456789111" "123456789222"

管理者アカウントから関連付けを解除する
自分のアカウントが招待によってメンバーアカウントとして追加された場合は、そのメンバーアカ
ウントと管理者アカウントとの関連付けを解除できます。メンバーアカウントの関連付けを解除する
と、Security Hub は、そのアカウントから管理者アカウントへ結果を送信しません。Organizations を使用
して管理されているメンバーアカウントは、管理者アカウントとのアカウントの関連付けを解除すること
はできません。

管理者アカウントとの関連付けを解除すると、管理者アカウントのメンバーリストには残りますが、アカ
ウントはステータスが [Resigned] (辞退) になります。ただし、管理者アカウントはアカウントの結果を受
信しません。

管理者アカウントとの関連付けを解除した後、招待を再度承諾できます。

管理者アカウントとの関連付けを解除する (コンソール)
メンバーアカウントへの招待を拒否できます。これを行うには、管理者アカウントの [Accept] (承諾) オプ
ションを更新します。

管理者アカウントとの関連付けを解除するには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Settings] (設定) を選択し、[Accounts] (アカウント) を選択します。
3. [Administrator account] (管理者アカウント) で、[Accept] (承諾) をオフにし、[Update] (更新) を選択し

ます。

管理者アカウントとの関連付けを解除する (Security Hub 
API、AWS CLI)
アカウントと管理者アカウントとの関連付けを解除するには、API コールまたは AWS Command Line 
Interface を使用します。

管理者アカウントとの関連付けを解除するには (Security Hub API、AWS CLI)

• Security Hub API - DisassociateFromAdministratorAccount オペレーションを使用します。
• AWS CLI - コマンドラインで disassociate-from-administrator-account コマンドを実行しま

す。

aws securityhub disassociate-from-administrator-account

Note

Security Hub コンソールは引き続き DisassociateFromMasterAccount を使用します。最終
的には DisassociateFromAdministratorAccount を使用するように変更されます。この機
能へのアクセスを制御する IAM ポリシーは、引き続き DisassociateFromMasterAccount を
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使用する必要があります。また、コンソールで DisassociateFromAdministratorAccount
の使用が開始された後に正しい許可が設定されているようにするには、ポリシーに
DisassociateFromAdministratorAccount を追加する必要があります。

アカウントアクションが Security Hub データに及
ぼす影響

これらのアカウントアクションは、AWS Security Hub データに次の影響を与えます。

Security Hub を無効にする
アカウントの Security Hub を無効にすると、無効にする際に選択した AWS リージョンにある、そのアカ
ウントのみが無効になります。

Security Hub を有効にした各リージョンで、Security Hub を個別に無効にする必要があります。

Security Hub が無効になっている間は、管理者アカウントに新しい結果は生成されません。結果は生成後 
90 日後に削除されます。

Amazon Macie、Amazon GuardDuty、Amazon Inspector との統合は削除されます。

カスタムアクション、インサイト、サードパーティー製品のサブスクリプションを含む、その他の 
Security Hub データと設定は削除されません。

有効になっているセキュリティ標準は無効になります。

管理者アカウントからメンバーアカウントとの関連付
けを解除する
メンバーアカウントが管理者アカウントとの関連付けを解除されると、管理者アカウントはそのメンバー
アカウントの結果を表示するための許可を失います。

Security Hub は引き続き両方のアカウントで実行されます。

管理者アカウントに対して定義されたカスタム設定または統合は、過去のメンバーアカウントからの結果
には適用されません。例えば、アカウントの関連付けが解除された後に、管理者アカウントのカスタムア
クションを、Amazon EventBridge ルールのイベントパターンとして使用することが可能です。ただし、
このカスタムアクションをメンバーアカウントで使用することはできません。

メンバーアカウントが組織から削除されている場合
メンバーアカウントが組織から削除されると、Security Hub 管理者アカウントはそのメンバーアカウント
の結果を表示するための許可を失います。

Security Hub は引き続き両方のアカウントで実行されます。

Security Hub 管理者アカウントの [Accounts] (アカウント) リストでは、アカウントのステータスは
[Disassociated] (関連付けを解除) になります。

アカウントが停止されている場合
AWS でアカウントが停止されると、そのアカウントは Security Hub で結果を表示するための許可を失い
ます。そのアカウントに対して新しい結果は生成されません。中断されたアカウントの管理者アカウント
は、既存のアカウントの結果を表示できます。
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組織アカウントの場合、メンバーアカウントのステータスが [Account Suspended] (アカウントの停止) に
変更されることもあります。これは、管理者アカウントがアカウントを有効にしようとしたときにアカウ
ントが停止されている場合に発生します。[Account Suspended] (アカウントの停止)になっている場合、管
理者アカウントは、そのアカウントの結果を表示することはできません。

それ以外の場合、停止ステータスによってメンバーアカウントのステータスに影響が生じることはありま
せん。

90 日後、アカウントは削除または再アクティブ化されます。アカウントが再アクティブ化されると、その 
Security Hub 許可が復元されます。メンバーアカウントのステータスが [Account Suspended] (アカウント
の停止) の場合、管理者アカウントでそのアカウントを手動で有効にする必要があります。

アカウントが閉鎖されている場合
AWS アカウントが閉鎖されている場合、Security Hub は次のように対応します。

Security Hub では、アカウントの閉鎖の発効日から 90 日間にわたり、そのアカウントの結果が保持され
ます。90 日経過後、Security Hub では、そのアカウントのすべての結果が完全に削除されます。

• 結果を 90 日以上保持するには、結果をアーカイブするか、EventBridge ルールでカスタムアクション
を使用して Amazon S3 バケットに結果を保存します。Security Hub で結果が保持されている限り、閉
鎖されたアカウントを再度開いた際に、Security Hub でそのアカウントの結果を復元することができま
す。

• アカウントが Security Hub 管理者アカウントの場合、アカウントは管理者として削除され、すべてのメ
ンバーアカウントもすべて削除されます。アカウントがメンバーアカウントの場合、Security Hub 管理
者アカウントとの関連付けが解除され、メンバーから削除されます。

• 詳細については、「アカウントの閉鎖」を参照してください。

Important

AWS GovCloud (US) リージョンの顧客の場合

• アカウントを閉鎖する前に、ポリシーデータおよびその他のアカウントリソースをバックアッ
プしてから、削除します。アカウントを閉鎖した後は、そのアカウントへのアクセス権はなく
なります。
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クロスリージョン集約
クロスリージョン集約を使用すると、複数のリージョンの結果、結果の更新、インサイト、コントロール
コンプライアンスのステータス、セキュリティスコアを 1 つの集約リージョンに集約できます。その後
は、これらすべてのデータを集約リージョンで管理できます。

Note

クロスリージョン集約は、制限付きで AWS GovCloud (US) と中国リージョンで利用できま
す。AWS GovCloud (US) では、クロスリージョン集約は、AWS GovCloud (US) の結果、結
果の更新、インサイトにのみ使用できます。具体的には、AWS GovCloud (米国東部) と AWS 
GovCloud (米国西部) の間の結果、結果の更新、およびインサイトのみを集約できます。中国リー
ジョンでは、クロスリージョン集約は、中国リージョンの結果、結果の更新、インサイトにのみ
使用できます。具体的には、中国 (北京) と中国 (寧夏) の間の結果、結果の更新、インサイトのみ
を集約できます。

例えば、米国東部 (バージニア北部) を集約リージョンとして設定し、米国西部 (オレゴン) と米国西部 
(北カリフォルニア) をリンクされたリージョンとして設定するとします。米国東部 (バージニア北部) の
[Findings] (結果) ページを見ると、上記 3 つのリージョンすべての結果が表示されます。これらの結果に
対する更新は、3 つのリージョンすべてに反映されています。

集約リージョンでは、[Summary] (概要)ページに、リンクされたリージョン全体のアクティブな結果が表
示されます。「the section called “クロスリージョンの結果の概要を表示する” (p. 75)」を参照してくだ
さい。結果を分析するその他の [Summary] (概要) ページのパネルには、リンクされたリージョン全体から
の情報も表示されます。

集約リージョンのセキュリティスコアは、リンクされているすべてのリージョンで有効になっているコン
トロールと、合格の状態にあるコントロールの数を比較して計算されます。また、コントロールが 1 つ以
上のリンクされたリージョンで有効になっている場合、そのコントロールは、集約リージョンの [Security 
standards] (セキュリティ標準) の詳細ページに表示されます。標準の詳細ページの、コントロールのコン
プライアンスステータスには、リンクされたリージョンの結果が反映されています。1 つまたは複数のリ
ンクされたリージョンでコントロールに関連付けられたセキュリティチェックが失敗した場合、そのコ
ントロールのコンプライアンスステータスは、集約リージョンの標準の詳細ページに [Failed] (失敗) と表
示されます。セキュリティチェックの数値には、リンクされているすべてのリージョンの結果が含まれま
す。

コントロールの有効ステータスは各リージョンで変更する必要があります。コントロールが、リンクされ
たリージョンでは有効になっていても、集約リージョンでは無効になっている場合、そのコントロールの
コンプライアンスステータスは集約リージョンで確認できます。ただし、集約リージョンからそのコント
ロールを有効または無効にすることはできません。

リージョンを横断してセキュリティスコアとコンプライアンスステータスを表示するには、IAM ポリシー
に次のアクセス権限を追加します。

• ListSecurityControlDefinitions

• BatchGetStandardsControlAssociations

• BatchUpdateStandardsControlAssociations

これらの IAM アクセス許可の名前は、現在の Security Hub API または AWS CLI コマンドには直接対応し
ていません。
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トピック
• クロスリージョン集約の仕組み (p. 62)
• 現在のクロスリージョン集約の設定を表示する (p. 63)
• クロスリージョン集約を有効にする (p. 64)
• クロスリージョン集約の設定を更新する (p. 65)
• クロスリージョン集約を停止する (p. 67)

クロスリージョン集約の仕組み
クロスリージョン集約は、スタンドアロンのアカウントと管理者アカウントによって設定されます。メン
バーアカウントは、その管理者アカウントのクロスリージョン集約の設定を継承します。

メンバーアカウントと管理者アカウントとの関連付けが解除されると、そのメンバーアカウントに対する
クロスリージョン集約は停止されます。これは、アカウントがメンバーアカウントになる前にクロスリー
ジョン集約を有効にしていた場合でも、同様です。

クロスリージョン集約は、集約リージョンとリンクされたリージョンに基づきます。

新しいデータを集約し、データの更新を複製する
クロスリージョン集約を有効にすると、Security Hub は、リンクされたリージョンの新規の結果、インサ
イト、コントロールコンプライアンスのステータス、セキュリティスコアを、集約リージョンに集約しま
す。

Security Hub は、リンクされたリージョンと集約リージョン間で、データの更新の複製も行います。リン
クされたリージョンで発生した更新は、集約リージョンにレプリケートされます。集約リージョンで発生
した更新も、元のリンクされたリージョンにレプリケートされます。

集約リージョンとリンクされたリージョンに相反する更新がある場合は、最も新しい更新が使用されま
す。
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クロスリージョン集約によって、Security Hub のコストが増えることはありません。Security Hub が新し
いデータや更新を複製しても、請求は発生しません。

結果の集約元となるアカウントを決定する
Security Hub は、アカウントで Security Hub が有効になっているリージョンからのみ、データを集約しま
す。Security Hub は、クロスリージョン集約の設定に基づいて自動的にアカウントで有効にされることは
ありません。

管理者アカウントがクロスリージョン集約を設定すると、Security Hub は、リンクされたリージョン内
で、その管理者アカウントのメンバーアカウントを識別します。

リンクされた各リージョンで、その管理者アカウントのすべてのメンバーアカウントがクロスリージョ
ン集約の設定を継承します。Security Hub は、それらの結果、インサイト、コントロールステータス、セ
キュリティスコアを集約リージョンに集約します。

集約リージョンのメンバーアカウントが、リンクされたリージョンのメンバーアカウントでない場
合、Security Hub は、そのアカウントのデータをそのリージョンから集約しません。

クロスリージョン集約を使用する予定で、複数の管理者アカウントがある場合、Security Hub は次のベス
トプラクティスを推奨します。

• 各管理者アカウントが、リージョン間で同じメンバーアカウントを有している。
• 各管理者アカウントに、異なるメンバーアカウントが含まれている。
• 各管理者アカウントに、別の集約リージョンを使用する。

現在のクロスリージョン集約の設定を表示する
現在のクロスリージョン集約の設定は、どのリージョンからでも閲覧できます。設定には、集約リージョ
ン、リンクされたリージョン、および新しいリージョンを自動的にリンクするためのオプションが含まれ
ます。

現在のクロスリージョン集約の設定を表示する (コン
ソール)
[Settings] (設定) ページ の [Regions] (リージョン) タブには、現在のクロスリージョン集約の設定が表示さ
れます。この設定は、どのリージョンからでも閲覧できます。メンバーアカウントは、管理者アカウント
が設定したクロスリージョン集約の設定も閲覧できます。

クロスリージョン集約が有効になっていない場合、[Regions] (リージョン) タブには、クロスリージョン集
約を有効にするためのオプションが表示されます。「the section called “クロスリージョン集約を有効にす
る” (p. 64)」を参照してください。クロスリージョン集約を有効にできるのは、管理者アカウントとス
タンドアロンアカウントのみです。

クロスリージョン集約が有効になっている場合、[Regions] (リージョン) タブには、以下の情報が表示され
ます。

• 集約リージョン
• Security Hub がサポートし、ユーザーが選択している新しいリージョンの、結果、インサイト、コント

ロールステータス、セキュリティスコアを自動的に集約するかどうか
• リンクされたリージョンのリスト
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現在のクロスリージョン集約の設定を表示する 
(Security Hub API、AWS CLI)
Security Hub API または AWS CLI を使用して、現在のクロスリージョン集約の設定を表示することができ
ます。クロスリージョン集約の設定は、どのリージョンからでも閲覧できます。

現在のクロスリージョン集約の設定を表示するには (Security Hub API、AWS CLI)

• Security Hub API: GetFindingAggregator APIを使用します。リクエストするときには、結
果アグリゲーター ARN を提供する必要があります。結果アグリゲーター ARN を取得するに
は、ListFindingAggregators を使用します。

• AWS CLI: コマンドラインで get-finding-aggregator コマンドを実行します。結果アグリゲーター 
ARN を取得するには、list-finding-aggregators を使用します。

aws securityhub get-finding-aggregator --finding-aggregator-arn <finding aggregator ARN>

クロスリージョン集約を有効にする
クロスリージョン集約は、集約リージョンとなる AWS リージョン から有効にする必要があります。

デフォルトで無効になっているリージョンは、集約リージョンとして使用できません。デフォルトで無効
になっているリージョンのリストについては、「AWS 全般のリファレンス」の「リージョンを有効にす
る」を参照してください。

クロスリージョン集約を有効にする (コンソール)
クロスリージョン集約を有効にする場合、リンクされたリージョンを選択します。また、Security Hub が
選択したリージョンのサポートを開始し、そのリージョンが選択されている場合に、新しいリージョンを
自動的にリンクするかどうかも選択します。

クロスリージョン集約を拡張するには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. 集約リージョンとして使用するリージョンに変更します。
3. Security Hub ナビゲーションメニューで、[Settings] (設定)、[Regions] (リージョン) の順に選択しま

す。
4. [Finding aggregation] (結果の集約) で、[Configure finding aggregation] (結果集約の設定) を選択しま

す。

デフォルトでは、集約リージョンは [No aggregation Region] (集約リージョンなし) に設定されていま
す。

5. [Aggregation Region] (集約リージョン) で、ラジオボタンを選択して、現在のリージョンを集約リー
ジョンとして指定します。

6. [Linked Regions] (リンクされたリージョン) で、データの集約元となるリージョンを選択します。
7. Security Hub がサポートし、ユーザーが選択している場合に、パーティション内の新しいリージョン

から自動的にデータを集約するには、[Link future Regions] (将来のリージョンをリンクする) を選択し
ます。

8. [Save (保存)] を選択します。
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クロスリージョン集約を有効にする (Security Hub 
API、AWS CLI)
クロスリージョン集約は、Security Hub API を使用して有効にすることができます。

Security Hub API からクロスリージョン集約を有効にするには、結果アグリゲーターを作成します。集約
リージョンとして使用するリージョンから、結果アグリゲーターを作成する必要があります。

結果アグリゲーターを作成するには (Security Hub API、AWS CLI)

• Security Hub API: 集約リージョンとして使用するリージョンから、CreateFindingAggregator オペ
レーションを使用します。RegionLinkingMode では、以下のオプションの中から選択します。
• ALL_REGIONS - Security Hub はすべてのリージョンのデータを集約します。Security Hub は、新しい

リージョンがサポートされ、ユーザーが選択している場合に、それらの結果も集約します。
• ALL_REGIONS_EXCEPT_SPECIFIED - Security Hub は、除外するリージョンを以外のすべてのリー

ジョンのデータを集約します。Security Hub は、新しいリージョンがサポートされ、ユーザーが選択
している場合に、それらの結果も集約します。Regions を使用して、集約から除外するリージョンの
リストを提供します。

• SPECIFIED_REGIONS - Security Hub は、リージョンの選択されたリストからデータを集約しま
す。Security Hub は、新しいリージョンのデータを自動で集約しません。Regions を使用して、集約
するリージョンのリストを提供します。

• AWS CLI: コマンドラインで create-finding-aggregator コマンドを実行します。各リージョンは
スペースで区切ります。

aws securityhub create-finding-aggregator --region <aggregation Region> --region-linking-
mode ALL_REGIONS | ALL_REGIONS_EXCEPT_SPECIFIED | SPECIFIED_REGIONS --regions <Region 
 list>

以下の例では、クロスリージョン集約が、選択したリージョンに対して設定されています。集約リー
ジョンは米国東部 (バージニア北部) です。リンクされたリージョンは、米国西部 (北カリフォルニア)と
米国西部 (オレゴン) です。

aws securityhub create-finding-aggregator --region us-east-1 --region-linking-mode 
 SPECIFIED_REGIONS --regions us-west-1 us-west-2

クロスリージョン集約の設定を更新する
クロスリージョン集約の設定を更新し、現在の集約リージョンのリンクされた AWS リージョン を変更
することができます。また、新しいリージョンの結果、インサイト、コントロールステータス、セキュリ
ティスコアを自動的に集約するかどうかを変更することもできます。

リンクされたリージョンからデータを集約することを止めても、Security Hub は、集約リージョンからす
でに集約したデータを削除しません。

更新プロセスを使用して集約リージョンを変更することはできません。集約リージョンを変更するには、
以下を実行する必要があります:

1. クロスリージョン集約を停止します。「the section called “クロスリージョン集約を停止す
る” (p. 67)」を参照してください。

2. 新しい集約リージョンにするリージョンに変更します。
3. クロスリージョン集約を有効にします。「the section called “クロスリージョン集約を有効にす

る” (p. 64)」を参照してください。
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クロスリージョン集約の設定を更新する (コンソール)
現在の集約リージョンの、クロスリージョン集約の設定を更新する必要があります。

集約リージョン以外の AWS リージョン の場合、[Finding aggregation] (結果の集約) パネルに、集約リー
ジョンで設定を編集する必要があることを示すメッセージが表示されます。このメッセージを選択する
と、集約リージョンに移動するためのリンクが表示されます。

現在の集約リージョンのリンクされたリージョンを変更するには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. 現在の集約リージョンに変更します。
3. Security Hub ナビゲーションメニューで、[Settings] (設定)、[Regions] (リージョン) の順に選択しま

す。
4. [Finding aggregation] (結果の集約) で、[Edit] (編集) を選択します。
5. [Linked Regions] (リンクされたリージョン) で、選択したリンクされたリージョンを更新します。
6. 必要に応じて、[Link future Regions] (将来のリージョンをリンクする) の選択を変更します。この設定

は、Security Hub に新しいリージョンへのサポートが追加され、ユーザーがそのリージョンを選択し
ている場合に、Security Hub で自動的にリンクするかどうかを決定します。

7. [Save (保存)] を選択します。

クロスリージョン集約の設定を更新する (Security Hub 
API、AWS CLI)
Security Hub API または AWS CLI を使用して、クロスリージョン集約の設定を更新することができます。
現在の集約リージョンの、クロスリージョン集約を更新する必要があります。

リージョンのリンクモードを変更できます。リンクモードが ALL_REGIONS_EXCEPT_SPECIFIED または
SPECIFIED_REGIONS の場合、除外されるリージョンまたは含まれるリージョンのリストを変更できま
す。

除外または含まれるリージョンのリストを変更する場合は、更新時に完全なリストを提供する必要があり
ます。たとえば、現在、米国東部 (オハイオ) からの結果を集約していて、米国西部 (オレゴン) の結果も
集約したい場合には、UpdateFindingAggregator を呼び出すときに、米国東部 (オハイオ) と米国西部 
(オレゴン) の両方を含む Regions リストを提供します。

クロスリージョン集約を更新するには (Security Hub API、AWS CLI)

• Security Hub API: UpdateFindingAggregator API オペレーションを使用します。結果アグリゲー
ターを識別するには、結果アグリゲーター ARN を提供する必要があります。結果アグリゲーター ARN 
を取得するには、ListFindingAggregators を使用します。

リージョンリンクモードと、除外または含まれるリージョンの更新されたリストを提供します。
• AWS CLI: コマンドラインで update-finding-aggregator コマンドを実行します。各リージョンは

スペースで区切ります。

aws securityhub update-finding-aggregator --region <aggregation Region> --finding-
aggregator-arn <finding aggregator ARN> --region-linking-mode ALL_REGIONS | 
 ALL_REGIONS_EXCEPT_SPECIFIED | SPECIFIED_REGIONS --regions <Region list>

以下の例では、クロスリージョン集約の設定が、選択したリージョンの集約に変更されています。コマ
ンドは、現在の集約リージョンである米国東部 (バージニア北部) から実行されます。リンクされたリー
ジョンは、米国西部 (北カリフォルニア)と米国西部 (オレゴン) です。
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aws securityhub update-finding-aggregator --region us-east-1 --finding-aggregator-arn 
 arn:aws:securityhub:us-east-1:222222222222:finding-aggregator/123e4567-e89b-12d3-
a456-426652340000 --region-linking-mode SPECIFIED_REGIONS --regions us-west-1 us-west-2

クロスリージョン集約を停止する
データを集約する必要がなくなった場合、または集約リージョンを変更したい場合は、クロスリージョン
集約を停止します。

クロスリージョン集約を停止すると、Security Hub はデータの集約を停止します。それによって、集約
リージョンから既存の集約データが削除されることはありません。

クロスリージョン集約を停止する (コンソール)
現在の集約リージョンの、クロスリージョン集約の設定を停止する必要があります。

集約リージョン以外のリージョンの場合、[Finding aggregation] (結果の集約) パネルに、集約リージョンで
設定を編集する必要があることを示すメッセージが表示されます。このメッセージを選択して、集約リー
ジョンへと切り替えるリンクを表示します。

クロスリージョン集約を停止するには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. 現在の集約リージョンに変更します。
3. Security Hub ナビゲーションメニューで、[Settings] (設定)、[Regions] (リージョン) の順に選択しま

す。
4. [Finding aggregation] (結果の集約) で、[Edit] (編集) を選択します。
5. [Aggregation Region] (集約リージョン) で、[No aggregation Region] (集約リージョンなし) を選択し

ます。
6. [Save] (保存) を選択します。
7. 確認ダイアログの確認フィールドに、Confirm と入力します。
8. [Confirm] (確認) を選択します。

クロスリージョン集約を停止する (Security Hub 
API、AWS CLI)
クロスリージョン集約は、Security Hub API を使用して停止することができます。集約リージョンの、ク
ロスリージョン集約を停止する必要があります。

クロスリージョン集約を停止するには (Security Hub API、AWS CLI)

• Security Hub API: DeleteFindingAggregator オペレーションを使用します。削除する結果アグリ
ゲーターを識別するには、結果アグリゲーター ARN を提供します。結果アグリゲーター ARN を取得す
るには、ListFindingAggregators を使用します。

• AWS CLI: コマンドラインで delete-finding-aggregator コマンドを実行します。

aws securityhub delete-finding-aggregator <finding aggregator ARN> --region <aggregation 
 Region>
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AWS Security Hub の結果
AWS Security Hub は、複数のプロバイダーからの大量な結果を処理する複雑さを解消します。これによ
り、すべての AWS アカウント、リソース、ワークロードを管理し、セキュリティを向上するために必要
となる労力が軽減されます。

Security Hub は、以下のソースから結果を受け取ります。

• 有効にした AWS セキュリティサービスとの統合。「the section called “AWS のサービス統
合” (p. 237)」を参照してください。

• 有効にしたサードパーティー製品との統合。「the section called “新しいサードパーティー製品の統
合” (p. 250)」を参照してください。

• 設定したカスタム統合。「the section called “カスタム製品統合の使用” (p. 270)」を参照してくださ
い。

• Security Hub は、有効にしたコントロールに対してチェックを行います。「the section called “コント
ロールの結果を生成および更新する” (p. 338)」を参照してください。

Security Hub は、AWS Security Finding 形式と呼ばれる標準結果形式を使用して結果を取得します。結果
形式の詳細については、「the section called “Finding 形式” (p. 83)」を参照してください。

Security Hub は、結果を統合された製品全体と関連づけて、最も重要なものに優先順位を付けます。

結果プロバイダーは、結果の追加インスタンスを反映するように結果を更新できます。結果を更新して、
調査とその結果に関する詳細を提供することができます。

Security Hub では、リージョン全体の結果も集約することができるため、すべての結果を 1 つの場所に表
示することも可能です。「クロスリージョン集約 (p. 61)」を参照してください。

トピック
• AWS Security Hub での結果の作成と更新 (p. 68)
• 結果のクロスリージョン概要を重要度別に表示する (p. 75)
• AWS Security Hub で結果リストと詳細を表示する (p. 76)
• AWS Security Hub の結果に対してアクションを実行する (p. 81)
• AWS Security Finding 形式 (p. 83)

AWS Security Hub での結果の作成と更新
AWS Security Hub では、次のタイプの結果プロバイダーのいずれかから結果を得ることができます。

• 有効にした別の AWS のサービスとの統合
• 有効にしたサードパーティープロバイダーとの統合
• Security Hub で有効にしたコントロール

結果の作成後は、結果プロバイダーまたはお客様が結果を更新することができます。

• 結果プロバイダーは、BatchImportFindings API オペレーションを使用して、結果に関する一般情報
を更新します。結果プロバイダーは、自身が作成した結果のみを更新できます。
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• お客様は、BatchUpdateFindings API オペレーションを使用して、調査状況を結果に反映しま
す。BatchUpdateFindings は、チケット発行、インシデント管理、オーケストレーション、修
復、SIEMツールでお客様の代行として使用することもできます。

お客様は Security Hub コンソールから、結果のワークフローステータスを管理し、結果をカスタム
アクションに送信することができます。「the section called “結果に対してアクションを実行するに
は” (p. 81)」を参照してください。

Security Hub も結果を自動的に更新して削除します。

90 日以内に更新されなかった場合、すべての結果は自動的に削除されます。

クロスリージョン集約を有効にすると、Security Hub は、リンクされたリージョンから集約リージョンに
新しい結果を自動的に集約します。Security Hub も、更新情報を結果に複製します。リンクされたリー
ジョンで発生した更新は、集約リージョンに複製されます。集約リージョンで発生した更新は、元のリ
ンクされたリージョンに複製されます。クロスリージョン集約の詳細については、「クロスリージョン集
約 (p. 61)」を参照してください。

トピック
• BatchImportFindings を使用して結果を作成および更新する (p. 69)
• BatchUpdateFindings を使用して結果を更新する (p. 72)

BatchImportFindings を使用して結果を作成および更
新する
結果プロバイダーは、BatchImportFindings API オペレーションを使用して、新しい結果を作成し、
作成した結果に関する情報を更新します。自分自身で作成したのではない結果を更新することはできませ
ん。

お客様、SIEM、チケット発行ツール、SOARツールは、結果プロバイダーからの結果の処理に関連する更
新を行うために BatchUpdateFindings を使用します。「the section called “BatchUpdateFindings を使
用する” (p. 72)」を参照してください。

結果の作成または更新を求める BatchImportFindings リクエストを AWS Security Hub が受信した場
合、必ず Amazon EventBridge に Security Hub Findings - Imported イベントを自動的に生成します。「自
動応答および自動修復 (p. 733)」を参照してください。

アカウントとバッチサイズに対する要件
BatchImportFindings を、次のいずれかで呼び出す必要があります。

• 結果に関連付けられているアカウント。関連付けられたアカウントの識別子は、結果の AwsAccountId
属性の値です。

• 公式の Security Hub パートナー統合で許可リストに載っているアカウント。

Security Hub は、Security Hub が有効になっているアカウントの結果更新のみを受け入れます。結果プロ
バイダーも有効にする必要があります。Security Hub が無効になっているが、結果プロバイダーとの統合
が有効になっていない場合は、結果は FailedFindings リストで返され、InvalidAccess エラーが表
示されます。

BatchImportFindings は、バッチあたり最大 100 件、1 回の結果あたり最大 240 KB、バッチあたり最
大 6 MB の結果を受け入れます。スロットリングレートの制限は、各リージョンの 1 アカウントあたり 10 
TPS で、バーストは 30 TPS です。
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結果を作成するか更新するかの決定
結果を作成するか更新するかを決定するために、Security Hub は ID フィールドをチェックします。ID の
値が既存の結果と一致しない場合は、新しい結果が作成されます。

ID が既存の結果と一致する場合、Security Hub は UpdatedAt フィールドに更新がないかをチェックしま
す。

• 更新上の UpdatedAt が一致するか、既存の結果の UpdatedAt より前に発生した場合、更新は無視さ
れます。

• 更新上の UpdatedAt が既存の結果の UpdatedAt の後に発生している場合、既存の結果は更新されま
す。

BatchImportFindings の制限された属性
既存の結果の場合、結果プロバイダーは BatchImportFindings を使用して次の属性とオブジェクトを
更新することはできません。これらの属性は、BatchUpdateFindings を使用してのみ更新できます。

• Note
• UserDefinedFields
• VerificationState
• Workflow

Security Hub は、これらの属性およびオブジェクト内にある BatchImportFindings のコンテンツをす
べて無視します。お客様、またはお客様を代行する他のプロバイダーは、BatchUpdateFindings を使
用して更新します。

FindingProviderFields を使用する
結果プロバイダーも BatchImportFindings を使用して次の属性を更新するべきではありません。

• Confidence
• Criticality
• RelatedFindings
• Severity
• Types

代わりに、結果プロバイダーは FindingProviderFields (p. 139) オブジェクトを使用して、これら
の属性の値を提供します。

例

"FindingProviderFields": { 
    "Confidence": 42, 
    "Criticality": 99, 
    "RelatedFindings":[ 
      {  
        "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/guardduty",  
        "Id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000"  
      } 
    ], 
    "Severity": { 
        "Label": "MEDIUM",  
        "Original": "MEDIUM" 
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    }, 
    "Types": [ "Software and Configuration Checks/Vulnerabilities/CVE" ]
}

BatchImportFindings リクエストの場合、Security Hub はトップレベル属性内および
FindingProviderFields (p. 139) 内の値を以下のとおり処理します。

(推奨) BatchImportFindings は FindingProviderFields (p. 139) 内の属性の値を提供しますが、
対応するトップレベル属性には値を提供しません。

例えば、BatchImportFindings は FindingProviderFields.Confidence を提供します
が、Confidence は提供しません。これは、BatchImportFindings リクエストに推奨されるオプ
ションです。

Security Hub は、FindingProviderFields (p. 139) 内の属性の値を更新します。

これは、属性が BatchUpdateFindings によってまだ更新されていない場合にのみ、値をトップレ
ベル属性にレプリケートします。

BatchImportFindings は、トップレベル属性の値を提供します
が、FindingProviderFields (p. 139) 内の対応する属性には値を提供しません。

例えば、BatchImportFindings は Confidence を提供します
が、FindingProviderFields.Confidence は提供しません。

Security Hub は、値を使用して FindingProviderFields (p. 139) の属性を更新します。既存の
値はすべて上書きされます。

Security Hub は、属性が BatchUpdateFindings によってまだ更新されていない場合にのみ、トッ
プレベルの属性を更新します。

BatchImportFindings は、FindingProviderFields (p. 139) のトップレベル属性と対応する属性
の両方の値を提供します。

例えば、BatchImportFindings は Confidence と FindingProviderFields.Confidence の
両方を提供します。

新しい結果を得るために、Security Hub では FindingProviderFields (p. 139) 内の値を使用し
て、FindingProviderFields (p. 139) 内のトップレベル属性と対応する属性の両方を入力しま
す。指定されたトップレベルの属性値は使用しません。

既存の結果の場合、Security Hub は両方の値を使用します。ただし、トップレベルの属性値が更新さ
れるのは、BatchUpdateFindings により属性がまだ更新されていない場合のみです。

AWS CLI から batch-import-findings コマンドを使用する
AWS Command Line Interface の場合、batch-import-findings コマンドを使用して、結果を作成ま
たは更新します。

各結果は JSON オブジェクトとして提供します。

例

aws securityhub batch-import-findings --findings                   
    [{ 
        "AwsAccountId": "123456789012", 
        "CreatedAt": "2019-08-07T17:05:54.832Z", 
        "Description": "Vulnerability in a CloudTrail trail", 
        "GeneratorId": "arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.2.0/rule/2.2", 
        "Id": "Id1", 
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        "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:product/123456789012/
default", 
        "Resources": [ 
            { 
                "Id": "arn:aws:cloudtrail:us-west-1:123456789012:trail/TrailName", 
                "Partition": "aws", 
                "Region": "us-west-1", 
                "Type": "AwsCloudTrailTrail" 
            } 
        ], 
        "SchemaVersion": "2018-10-08", 
        "Title": "CloudTrail trail vulnerability", 
        "UpdatedAt": "2020-06-02T16:05:54.832Z", 
        "Types": [ 
            "Software and Configuration Checks/Vulnerabilities/CVE" 
        ], 
        "Severity": { 
            "Label": "INFORMATIONAL", 
            "Original": "0" 
        } 
    }]'

BatchUpdateFindings を使用して結果を更新する
BatchUpdateFindings は、結果プロバイダーからの結果をお客様が処理する場合の情報を更新するた
めに使用します。これは、お客様や、お客様の代行として動作する SIEM、チケット発券、インシデント
管理、または SOAR ツールが使用します。BatchUpdateFindings を使用して新しい結果を作成するこ
とはできません。これを使用すると、一度に 100 件までの結果を更新できます。

Security Hub が結果を更新する BatchUpdateFindings リクエストを受信すると、Amazon EventBridge
で Security Hub Findings - Imported イベントが自動的に生成されます。「自動応答および自動修
復 (p. 733)」を参照してください。

BatchUpdateFindings は、結果の UpdatedAt フィールドを変更しません。UpdatedAt は、結果プロ
バイダーからの最新の更新のみを反映します。

BatchUpdateFindings の使用可能なフィールド
管理者アカウントは、BatchUpdateFindings を使用して、自分のアカウントまたはメンバーアカウン
トの結果を更新できます。メンバーアカウントは、BatchUpdateFindings を使用して、自分のアカウ
ントの結果を更新できます。

お客様のみ BatchUpdateFindings を使用して、以下のフィールドとオブジェクトを更新できます。

• Confidence
• Criticality
• Note
• RelatedFindings
• Severity
• Types
• UserDefinedFields
• VerificationState
• Workflow

デフォルトでは、管理者アカウントとメンバーアカウントは、上記のすべてのフィールドとフィールド値
にアクセスできます。Security Hub では、フィールドとフィールド値へのアクセスを制限するためのコン
テキストキーも提供されています。
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例えば、メンバーアカウントが Workflow.Status を RESOLVED のみに設定できるようにする場合など
です。または、メンバーアカウントに Severity.Label の変更を許可したくない場合などもあります。

BatchUpdateFindings へのアクセスの設定
IAM ポリシーを設定してアクセスを制限し、フィールドとフィールド値を更新するための
BatchUpdateFindings の使用を制限できます。

BatchUpdateFindings へのアクセスを制限するステートメントで、以下の値を使用します。

• Action は securityhub:BatchUpdateFindings。
• Effect は Deny。
• Condition では、以下に基づいて BatchUpdateFindings リクエストを拒否できます。

• 結果に特定のフィールドが含まれる。
• 結果に特定のフィールド値が含まれる。

条件キー

これらは、BatchUpdateFindings へのアクセスを制限するための条件キーです。

ASFF フィールド

ASFF フィールドの条件キーは以下のとおりです。

securityhub:ASFFSyntaxPath/<fieldName>

<fieldName> を ASFF フィールドで置き換えます。

例えば、Workflow.Status フィールドへのアクセスを制限するには、
securityhub:ASFFSyntaxPath/Workflow.Status を使用します。

フィールドに対するすべての更新を禁止する

ユーザーが特定のフィールドを更新できないようにするには、以下のような条件を使用します。

 "Condition": { 
                "Null": { 
                    "securityhub:ASFFSyntaxPath/<fieldName>": "false" 
               }
}

例えば、以下のステートメントは、ワークフローの状態を更新するために BatchUpdateFindings を使
用できないことを示しています。

{ 
    "Sid": "VisualEditor0", 
    "Effect": "Deny", 
    "Action": "securityhub:BatchUpdateFindings", 
    "Resource": "*", 
    "Condition": { 
        "Null": { 
            "securityhub:ASFFSyntaxPath/Workflow.Status": "false" 
        } 
    }
}
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特定のフィールド値の許可を禁止する
ユーザーがフィールドを特定の値に設定できないようにするには、以下のような条件を使用します:

"Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "securityhub:ASFFSyntaxPath/<fieldName>": "<fieldValue>" 
               }
}

例えば、以下のステートメントは、BatchUpdateFindings を使用して Workflow.Status に
SUPPRESSED を設定することができないことを示しています。

{ 
    "Sid": "VisualEditor0", 
    "Effect": "Deny", 
    "Action": "securityhub:BatchUpdateFindings", 
    "Resource": "*", 
    "Condition": { 
    "StringEquals": { 
        "securityhub:ASFFSyntaxPath/Workflow.Status": "SUPPRESSED" 
    }
}

許可されていない値のリストを提供することもできます。

 "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringEquals": { 
                    "securityhub:ASFFSyntaxPath/<fieldName>": [ "<fieldValue1>", 
 "<fieldValue2>", "<fieldValuen>" ] 
               }
}

例えば、以下のステートメントは、BatchUpdateFindings を使用して Workflow.Status を
RESOLVED または SUPPRESSED に設定することができないことを示しています。

{ 
    "Sid": "VisualEditor0", 
    "Effect": "Deny", 
    "Action": "securityhub:BatchUpdateFindings", 
    "Resource": "*", 
    "Condition": { 
    "ForAnyValue:StringEquals": { 
        "securityhub:ASFFSyntaxPath/Workflow.Status": [ 
            "RESOLVED", 
            "NOTIFIED" 
        ] 
    }
}

AWS CLI から batch-update-findings コマンドを使用する
AWS Command Line Interfaceでは、batch-update-findings コマンドを使用して、結果を更新しま
す。

更新する各結果に対して、結果を生成した製品の結果 ID と ARN の両方を提供します。

--finding-identifiers ID="<findingID1>",ProductArn="<productARN>" 
 ID="<findingID2>",ProductArn="<productARN2>"
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更新する属性を提供するときは、JSON 形式またはショートカット形式のどちらかを使用できます。

以下は、JSON 形式を使用する Note オブジェクトの更新例です。

--note '{"Text": "Known issue that is not a risk.", "UpdatedBy": "user1"}'

以下は、同じ更新をショートカット形式を使用した場合の例です。

--note Text="Known issue that is not a risk.",UpdatedBy="user1"

AWS CLI コマンドリファレンスには、各フィールドに対する JSON 構文とショートカット構文が提供され
ています。

以下の batch-update-findings 例では、2 つの結果を更新して、メモを追加し、重要度ラベルを変更
してから、それらを解決します。

aws securityhub batch-update-findings --finding-identifiers Id="arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1/PCI.Lambda.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE11111",ProductArn="arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/securityhub" 
 Id="arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1/PCI.Lambda.2/
finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",ProductArn="arn:aws:securityhub:us-
west-1::product/aws/securityhub" --note '{"Text": "Known issue that is not a risk.", 
 "UpdatedBy": "user1"}' --severity '{"Label": "LOW"}' --workflow '{"Status": "RESOLVED"}'

これは同じ例ですが、JSON の代わりにショートカットを使用しています。

aws securityhub batch-update-findings --finding-identifiers Id="arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1/PCI.Lambda.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE11111",ProductArn="arn:aws:securityhub:us-west-1::product/aws/securityhub" 
 Id="arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1/PCI.Lambda.2/
finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",ProductArn="arn:aws:securityhub:us-
west-1::product/aws/securityhub" --note Text="Known issue that is not a 
 risk.",UpdatedBy="user1" --severity Label="LOW" --workflow Status="RESOLVED"

結果のクロスリージョン概要を重要度別に表示する
[Summary] (サマリー) ページにある [Findings by Region] (リージョンごとの結果) を使用すると、複数の
リージョンからのアクティブな結果の数が重要度別に集計されています。この集計数には、ワークフロー
ステータスが NEW または NOTIFIED の結果のみが含まれます。

クロスリージョン集約を有効にする前は、[Findings by Region] (リージョンごとの結果) は、現在のリー
ジョンの結果のみを集計します。クロスリージョン集約を設定するためのリンクが表示されます。

クロスリージョン集約を有効にすると、[Findings by Region] (リージョン別の結果) は、集約リージョンで
のみ表示されます。リンクされたリージョンには表示されません。パネルには、リンクされているすべて
のリージョンの結果が集計されます。

デフォルトでは、一致する結果を持つリンクされたリージョンのみがリストに表示されます。一致する結
果がないリンクされたリージョンを含めた、すべてのリンクされたリージョンを表示するには、[All linked 
Regions] (すべてのリンクされているリージョン) を選択します。一致する結果があるリンクされたリー
ジョンのみを表示するには、[Linked Regions with findings] (結果のあるリンクされたリージョン) を選択し
ます。

リージョンの重要度値を選択すると、[Findings] (結果) リストが表示されます。リストは、選択したリー
ジョンと重要度でフィルタリングされます。また、このリストは、ワークフローステータスが NEW または
NOTIFIED のアクティブな結果を表示するようにフィルタリングされます。
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AWS Security Hub で結果リストと詳細を表示する
AWS Security Hub ナビゲーションペインの [Findings] (結果) には、有効になっているすべての製品の統合
とコントロールからの結果のリストが表示されます。

[Integrations] (統合) からは、有効にした統合によって生成された結果のリストを表示できます。「the 
section called “統合先からの結果の表示” (p. 237)」を参照してください。

[Insights] (インサイト) からは、一致するインサイト結果の結果リストを表示できます。「the section 
called “インサイト結果と結果の表示” (p. 219)」を参照してください。

[Security standards] (セキュリティ標準) からは、選択したコントロールから生成された結果のリストを表
示できます。「the section called “コントロール結果の表示とアクションの実行” (p. 358)」を参照してく
ださい。

GetFindings API オペレーションを使用して、フィルタリングされた結果のリストを取得することもで
きます。

結果の集約を有効にすると、複数のリージョンからの結果を表示できます。集約リージョンの場
合、[Findings] (結果) ページおよび [Insights] (インサイト) ページに、集約リージョンとリンクされたリー
ジョンからの結果が含まれます。他のリージョンでは、これらのページには、そのリージョンの結果のみ
が含まれます。結果の集約を設定する方法については、「クロスリージョン集約 (p. 61)」を参照してくだ
さい。

トピック
• 結果のフィルタリングとグループ化 (コンソール) (p. 76)
• 結果の詳細の表示 (p. 79)

結果のフィルタリングとグループ化 (コンソール)
[Findings] (結果) ページ、[Integrations] (統合) ページ、または[Insights] (インサイト) ページからの結果の
リストを表示する場合、リストは常にレコードの状態とワークフローステータスに基づいてフィルターリ
ングされます。これは、インサイトまたは統合のフィルターに加えて追加されるフィルターです。

レコードの状態は、その結果がアクティブかアーカイブされているかを示します。結果は、結果プロバイ
ダーがアーカイブできます。AWS Security Hub も、関連付けられたリソースが削除された場合に、コント
ロールの結果を自動的にアーカイブします。デフォルトでは、結果リストにはアクティブな結果のみが表
示されます。

ワークフローステータスは、結果に対する調査のステータスを示します。ワークフローステータス
は、Security Hubのお客様、またはお客様に代わって運用しているシステムのみが更新できます。デフォ
ルトでは、結果リストには、ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED の結果のみが表示されま
す。コントロールの既定の結果リストには、RESOLVED 結果も含まれます。

結果の集約を有効にした場合は、[Findings] (結果) および [Insights] (インサイト) ページで、結果をリー
ジョン別にフィルタリングできます。

コントロールの結果リストを使用する方法についての詳細は、「the section called “結果のフィルタリング
とソート” (p. 359)」を参照してください。

フィルターを追加する
リストの範囲を変更するには、リストにフィルターを追加できます。

最大 10 個の属性でフィルタリングできます。各属性に対して、最大 20 個のフィルター値を提供できま
す。
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結果リストをフィルタリングする場合、Security Hub は AND ロジックをフィルターセットに適用し
ます。つまり、結果は、指定されたすべてのフィルターに一致する場合にのみ一致となります。例え
ば、GuardDuty を製品名のフィルターとして追加し、AwsS3Bucket をリソースタイプのフィルターとし
て追加した場合、結果はこれら両方の条件に一致する必要があります。

ただし、同じ属性に異なる値を使用するフィルターの場合、Security Hub は OR ロジックを適用します。
例えば、GuardDuty と Amazon Inspector の両方を製品名のフィルター値として追加したとします。その
場合、GuardDuty または Amazon Inspector のいずれかによって生成された結果が一致する結果となりま
す。

結果リストにフィルターを追加するには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. 結果リストを表示するには、以下のいずれかを実行します。

• Security Hub ナビゲーションペインで、[Findings] (結果) を選択します。
• Security Hub ナビゲーションペインで、[Insights] (インサイト) を選択します。インサイトを選択し

ます。次に、検出結果リストで、インサイトの結果を選択します。
• Security Hub ナビゲーションペインで、[Integrations] (統合) を選択します。統合の [See findings]

(結果を表示) を選択します。
3. [Add filters] (フィルターの追加) ボックスを選択します。
4. メニュー内にある [Filters] (フィルター) で、フィルターを選択します。

[Company name] (会社名) または [Product name] (製品名) でフィルタリングすると、Security Hub 
はトップレベルの CompanyName および ProductName フィールドを使用するので注意が必要で
す。API は、ProductFields にある値を使用します。

5. フィルターの一致タイプを選択します。

文字列フィルターの場合、次の比較オプションの中から選択できます。

• is - フィルター値と完全に一致する値を検索します。
• starts with - フィルター値で始まる値を検索します。
• is not - フィルター値と一致しない値を検索します。
• does not start with - フィルター値で始まらない値を検索します。

数値フィルターの場合、単一の数値 ([Simple] (シンプル)) を指定するか、数値の範囲 ([Range] (範囲)) 
を指定するかを選択できます。

日時フィルターの場合、現在の日時からの時間の長さ ([Rolling window] (ローリングウィンドウ)) を指
定するか、特定の日付範囲 ([Fixed range] (固定範囲)) を指定するかを選択できます。

複数のフィルターを追加した場合、以下のように相互作用します。

• is および starts with フィルターは OR で結合されます。フィルター値のいずれかが含まれている
場合に、値が一致となります。例えば、[Severity label is CRITICAL] (重要度ラベルは重大) および
[Severity label is HIGH] (重要度ラベルは高)と指定している場合、結果には重要度が重大な結果と重
要度の高い結果の両方が含まれます。

• is not および does not start with フィルターは AND で結合されます。値は、これらのフィルター値
を一切含まなかった場合にのみ一致となります。例えば、[Severity label is not LOW] (重要度ラベ
ルが低ではない) および [Severity label is not MEDIUM] (重要度ラベルは中ではない) と指定した場
合、結果に重要度が低または中の結果は含まれません。

フィールドに is フィルターを適用した場合、同じフィールドに is not または does not start with フィ
ルターを使用することはできません。

6. フィルター値を指定します。
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文字列フィルターの場合、フィルター値では大文字と小文字が区別されます。

例えば、Security Hub からの結果の場合、[Product name] (製品名) は Security Hub です。EQUALS 演
算子を使用して Security Hub からの結果を表示する場合は、フィルター値として Security Hub を
入力する必要があります。security hub と入力すると、一致結果には何も表示されません。

同様に、PREFIX 演算子を使用して Sec と入力すると、Security Hub の結果が表示されますが、sec
と入力すると、Security Hub の一致結果には何も表示されません。

7. [Apply] (適用) を選択します。

結果をグループ化する
フィルターを変更することに加えて、選択した属性の値に基づいて結果をグループ化することもできま
す。

結果をグループ化すると、結果のリストが、一致する結果内の選択した属性の値のリストに置き換えられ
ます。各値に対して、他のフィルター条件に一致する結果の数がリストに表示されます。

例えば、AWS アカウント ID で結果をグループ化すると、アカウント ID のリストと、各アカウントに一
致した結果の数が表示されます。

なお、Security Hub で表示できる値の数は最大 100 個です。グループ化値の数が 100 を超える場合、最初
の 100 個のみが表示されます。

属性値を選択すると、その値と一致した結果のリストが表示されます。

結果リスト内の結果をグループ化するには

1. 結果リストで、[Add filters] (フィルターを追加する) ボックスを選択します。
2. メニュー内にある [Grouping] (グループ化) で、[Group by] (グループ化の条件) を選択します。
3. リストで、グループ化に使用する属性を選択します。
4. [Apply] (適用) を選択します。

フィルター値またはグループ化属性を変更する
既存のフィルターの場合、フィルター値を変更することができます。グループ化属性を変更することもで
きます。

例えば、[Record state] (レコードの状態) フィルターを変更して、ACTIVE の結果ではなく ARCHIVED の
結果を検索することができます。

フィルターまたはグループ化属性を編集するには

1. フィルタリングされた結果リストで、フィルターまたはグループ化属性を選択します。
2. [Group by] (グループ化の条件) で新しい属性を選択し、[Apply] (適用) を選択します。
3. フィルターの場合は新しい値を選択し、[Apply] (適用) を選択します。

フィルターまたはグループ化属性を削除する
フィルターまたはグループ化属性を削除するには、x アイコンを選択します。

リストが自動的に更新され、変更が反映されます。グループ化属性を削除すると、リストがフィールド値
のリストから結果のリストへと戻ります。
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結果の詳細の表示
Security Hub コンソールの結果リストから、結果の詳細ペインを表示することができます。結果の詳細を
プログラムで取得することもできます。

結果の詳細を表示する (コンソール)
手順に従って、Security Hub コンソールで結果の詳細を表示します。

結果の詳細ペインを表示するには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. 結果リストを表示するには、以下のいずれかを実行します。

• Security Hub ナビゲーションペインで、[Findings] (結果) を選択します。
• Security Hub ナビゲーションペインで、[Insights] (インサイト) を選択します。インサイトを選択し

ます。次に、検出結果リストで、インサイトの結果を選択します。
• Security Hub ナビゲーションペインで、[Integrations] (統合) を選択します。統合の [See findings]

(結果を表示) を選択します。
3. 結果のタイトルを選択します。

結果の詳細ペインの上部には、アカウント、重要度、日付、ステータスなどが含まれた、結果に関する概
要情報が表示されます。サインインしているアカウントが組織メンバーアカウントの場合、情報にはアカ
ウント名が含まれます。手動で招待されたアカウントの場合、この情報にはアカウント ID のみが含まれま
す。

脆弱性の詳細には、脆弱性の原因と影響を受けるパッケージに関する情報が含まれています。これ
は、1 つの脆弱性については展開可能なセクションで、複数の脆弱性についてはページ分割されたセク
ションです。このセクションは、Amazon Inspector が Security Hub に送信する結果にのみ適用されま
す (p. 247)。

[Types and Related Findings] (タイプと関連する結果) には、結果タイプに関する情報が含まれています。

[Resources] (リソース) には、影響を受けるリソースに関する情報が含まれています。

[Remediation] (修正) には、統制結果が表示されます。結果をトリガーした問題を修正するための手順への
リンクも表示されます。

[Finding Provider Fields] (結果プロバイダーフィールド) には、信頼度、重大度、関連する結果、重要度、
および結果タイプに対する結果プロバイダーからの値が表示されます。

結果の詳細ペインでは、より詳細な情報を表示したり、フィルターにフィールド値を追加することができ
ます。

• 結果の完全な JSON を表示するには、結果 ID を選択します。[Finding JSON] (結果結果 JSON) から、
結果結果 JSONをファイルにダウンロードできます。

• 結果リストフィルターにフィールド値を追加するには、フィールドの横にある検索アイコンを選択しま
す。

• AWS Config ルールに基づく結果の場合、適用可能なルールのリストを表示するには、[Rules] (ルール) 
を選択します。

結果の詳細を取得する (プログラマティック)
お好みの方法を選択し、手順に従って Security Hub の結果のリストをプログラムで取得します。フィルタ
を指定して、結果のリストを特定のサブセットに絞り込むことができます。
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次のタブには、結果を取得するための手順がいくつかの言語で記載されています。その他の言語でのサ
ポートについては、AWS SDK でSecurity Hub を使用する (p. 3) を参照してください。

Note

なお、CompanyName または ProductName でフィルタリングする場合、Security Hub は
ProductFields にある値を使用するので注意が必要です。トップレベルの CompanyName およ
び ProductName フィールドは使用されません。

Security Hub API

1. GetFindings を実行します。
2. オプションで、Filtersパラメータを入力して、取得したい結果を絞り込むこともできます。
3. オプションで、結果を指定した数に制限する MaxResults パラメーターと、結果のページ分割を

行う NextToken パラメーターを入力します。
4. オプションで、SortCriteria パラメータを入力して、特定のフィールドで調査結果を並べ替え

ます。

クロスリージョン集約 (p. 61)を有効にすると、集約リージョンからこの API を呼び出す場合、集約
リージョンとリンクされたリージョンからの結果が含まれます。

AWS CLI

1. コマンドラインで、get-findings コマンドを実行します。
2. オプションで、filters パラメータを入力して、取得したい結果を絞り込むこともできます。
3. オプションで、結果を指定した数に制限する max-items パラメーターと、結果のページ分割を

行う page-size パラメーターを入力します。
4. オプションで、sort-criteria パラメータを入力して、特定のフィールドで結果を並べ替えま

す。

get-findings --filters <filter criteria JSON> --sort-criteria <sort criteria> --page-
size <findings per page> --max-items <maximum number of results>

例

aws securityhub get-findings --filters '{"GeneratorId":[{"Value": "aws-
foundational","Comparison":"PREFIX"}],"WorkflowStatus": [{"Value": 
 "NEW","Comparison":"EQUALS"}],"Confidence": [{"Gte": 85}]}' --sort-criteria '{"Field": 
 "LastObservedAt","SortOrder": "desc"}' --page-size 5 --max-items 100

クロスリージョン集約 (p. 61)を有効にすると、集約リージョンからこの API を呼び出す場合、集約
リージョンとリンクされたリージョンからの結果が含まれます。

PowerShell

1. Get-SHUBFinding コマンドレットを使用します。
2. オプションで、Filter パラメータを入力して、取得したい結果を絞り込むこともできます。

例

Get-SHUBFinding -Filter @{AwsAccountId = 
 [Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter]@{Comparison = "EQUALS"; Value = 
 "XXX"};ComplianceStatus = [Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter]@{Comparison = 
 "EQUALS"; Value = 'FAILED'}}
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AWS Security Hub の結果に対してアクションを実
行する

AWS Security Hub では、結果に対する調査の現在のステータスを追跡することができます。

また、結果をカスタムアクションに送信して、処理することもできます。

トピック
• 結果のワークフローステータスを設定する (p. 81)
• カスタムアクションに結果を送信する (p. 83)

結果のワークフローステータスを設定する
結果の場合、ワークフローステータスは、結果に対する調査の進行状況を追跡します。ワークフロース
テータスは、個々の結果に固有のものです。新しい結果の生成には影響しません。例えば、ワークフロー
ステータスを SUPPRESSED またはRESOLVED に設定しても、同じ問題に対する新しい結果が妨げられる
ことはありません。

ワークフローステータスの値は以下のとおりです。

NEW

レビューする前の結果の初期の状態です。

また、Security Hub は以下の場合に、ワークフローステータス NOTIFIED または RESOLVED を NEW
にリセットします。
• RecordState が ARCHIVED から ACTIVE に変更した場合。
• Compliance.Status が PASSED から FAILED 、WARNING、または NOT_AVAILABLE に変更した

場合。

これらの変更は、追加の調査が必要であることを意味します。
NOTIFIED

セキュリティ問題についてリソース所有者に通知したことを示しています。このステータスは、自分
がリソース所有者ではなく、セキュリティ問題を解決するためにリソース所有者からの介入が必要な
場合に使用できます。

次のいずれかが発生すると、ワークフローステータスは NOTIFIED から NEW に自動的に変更されま
す。
• RecordState が ARCHIVED から ACTIVE に変更した場合。
• Compliance.Status が PASSED から FAILED 、WARNING、または NOT_AVAILABLE に変更した

場合。
SUPPRESSED

結果をレビューし、アクションが必要だとは判断しなかったことを示しています。

RecordState が ARCHIVED から ACTIVE に変更されても、SUPPRESSED 結果のワークフロース
テータスは変わりません。

RESOLVED

この結果はレビューおよび修正され、現在は解決済みと見なされていることを示しています。
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以下のいずれかが発生しない限り、結果は RESOLVED を維持します。
• RecordState が ARCHIVED から ACTIVE に変更した場合。
• Compliance.Status が PASSED から FAILED 、WARNING、または NOT_AVAILABLE に変更した

場合。

こういったケースでは、ワークフローステータスは自動的に NEW にリセットされます。

コントロールからの結果については、Compliance.Status が PASSED の場合には、Security Hub が
ワークフローのステータスを自動的に RESOLVED に設定します。

ワークフローステータスを設定する (コンソール)
結果の詳細ペインからワークフローステータスを設定するには、[Workflow status] (ワークフローステータ
ス) でステータスを選択します。

また、結果リストで選択した複数の結果のワークフローステータスを設定することもできます。

複数の結果のワークフローステータスを設定するには (コンソール)

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. 結果リストを表示するには、以下のいずれかを実行します。

• Security Hub ナビゲーションペインで、[Findings] (結果) を選択します。
• Security Hub ナビゲーションペインで、[Insights] (インサイト) を選択します。インサイトを選択し

ます。次に、検出結果リストで、インサイトの結果を選択します。
• Security Hub ナビゲーションペインで、[Integrations] (統合) を選択します。統合の [See findings]

(結果を表示) を選択します。
• Security Hub ナビゲーションペインで、[Security standards] (セキュリティ標準) を選択しま

す。[View results] (検出結果の表示) を選択して、コントロールのリストを表示します。次に、コン
トロール名を選択します。

3. 結果リストで、更新するそれぞれの結果のチェックボックスを選択します。
4. リストの上部にある [Workflow status] (ワークフローステータス) で、ステータスを選択します。

ワークフローステータスを設定する (Security Hub API、AWS 
CLI)
ワークフローステータスを設定するには、API コールまたは AWS Command Line Interface を使用しま
す。

結果のワークフローステータスを設定するには (Security Hub API、AWS CLI)

• Security Hub API - BatchUpdateFindings オペレーションを使用します。更新する結果を特定するに
は、結果を生成した製品の結果 ID と ARN の両方を指定する必要があります。

• AWS CLI - コマンドラインで batch-update-findings コマンドを実行します。

batch-update-findings --finding-identifiers Id="<findingID>",ProductArn="<productARN>" --
workflow Status="<workflowStatus>"

例

aws securityhub batch-update-findings --finding-identifiers Id="arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1/PCI.Lambda.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-
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cdef-EXAMPLE11111",ProductArn="arn:aws:securityhub:us-west-1::product/aws/securityhub" --
workflow Status="RESOLVED"

カスタムアクションに結果を送信する
AWS Security Hub カスタムアクション を作成して、Amazon EventBridge に関連付けられたSecurity Hub 
を自動化できます。カスタムアクションの場合、イベントタイプは Security Hub Findings - Custom Action
になります。

カスタムアクションの作成に関する情報と詳細な手順については、「自動応答および自動修復 (p. 733)」
を参照してください。

カスタムアクションを設定したら、そのアクションに結果を送信できます。

カスタムアクションに結果を送信するには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. 結果リストを表示するには、以下のいずれかを実行します。

• Security Hub ナビゲーションペインで、[Findings] (結果) を選択します。
• Security Hub ナビゲーションペインで、[Insights] (インサイト) を選択します。インサイトを選択し

ます。次に、検出結果リストで、インサイトの結果を選択します。
• Security Hub ナビゲーションペインで、[Integrations] (統合) を選択します。統合の [See findings]

(結果を表示) を選択します。
• Security Hub ナビゲーションペインで、[Security standards] (セキュリティ標準) を選択しま

す。[View results] (検出結果の表示) を選択して、コントロールのリストを表示します。次に、コン
トロール名を選択します。

3. 結果リストで、カスタムアクションに送信する各結果のチェックボックスを選択します。

一度に最大 20 件の結果を送信できます。
4. [Actions] (アクション) から、カスタムアクションを選択します。

AWS Security Finding 形式
AWS Security Hub では、AWS セキュリティサービス、およびサードパーティー製品の統合からの結果
の使用、集約、整理、優先順位付けを行うことができます。Security Hub は、これらの結果を、AWS 
Security Finding 形式 (ASFF)と呼ばれる標準の結果形式を使用して処理します。これにより、時間のかか
るデータ変換作業の必要がなくなります。その後、複数の製品から取り込まれた結果を相互に関連付け
て、最も重要なものを優先します。

トピック
• AWS Security Finding 形式 (p. 83)
• ASFF の例 (p. 130)

AWS Security Finding 形式
以下に、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の結果 JSON の全概要を示します。この形式は JSON スキー
マから派生しています。リンクされたオブジェクト名をクリックすると、そのオブジェクトの検出例が表
示されます。Security Hub の調査結果をここに示すリソースや例と比較して、調査結果の解釈に役立てる
ことができます。
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必要となる ASFF 属性の説明を表示するには、「the section called “必須属性” (p. 131)」を参照してくだ
さい。

その他の最上位 ASFF 属性の説明を表示するには、「the section called “オプションの最上位属
性” (p. 137)」を参照してください。

"Findings": [  
    { 
     "Action (p. 137)": { 
      "ActionType": "string", 
      "AwsApiCallAction": { 
       "AffectedResources": { 
        "string": "string" 
       }, 
       "Api": "string", 
       "CallerType": "string", 
       "DomainDetails": { 
        "Domain": "string" 
       }, 
       "FirstSeen": "string", 
       "LastSeen": "string", 
       "RemoteIpDetails": { 
        "City": { 
         "CityName": "string" 
        }, 
        "Country": { 
         "CountryCode": "string", 
         "CountryName": "string" 
        }, 
        "IpAddressV4": "string", 
        "Geolocation": { 
         "Lat": "number", 
         "Lon": "number" 
        }, 
        "Organization": { 
         "Asn": "number", 
         "AsnOrg": "string", 
         "Isp": "string", 
         "Org": "string" 
        } 
       }, 
       "ServiceName": "string" 
      }, 
      "DnsRequestAction": { 
       "Blocked": "boolean", 
       "Domain": "string", 
       "Protocol": "string" 
      }, 
      "NetworkConnectionAction": { 
       "Blocked": "boolean", 
       "ConnectionDirection": "string", 
       "LocalPortDetails": { 
        "Port": "number", 
        "PortName": "string" 
       }, 
       "Protocol": "string", 
       "RemoteIpDetails": { 
        "City": { 
         "CityName": "string" 
        }, 
        "Country": { 
         "CountryCode": "string", 
         "CountryName": "string" 
        }, 
        "IpAddressV4": "string", 
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        "Geolocation": { 
         "Lat": "number", 
         "Lon": "number" 
        }, 
        "Organization": { 
         "Asn": "number", 
         "AsnOrg": "string", 
         "Isp": "string", 
         "Org": "string" 
        } 
       }, 
       "RemotePortDetails": { 
        "Port": "number", 
        "PortName": "string" 
       } 
      }, 
      "PortProbeAction": { 
       "Blocked": "boolean", 
       "PortProbeDetails": [{ 
        "LocalIpDetails": { 
         "IpAddressV4": "string" 
        }, 
        "LocalPortDetails": { 
         "Port": "number", 
         "PortName": "string" 
        }, 
        "RemoteIpDetails": { 
         "City": { 
          "CityName": "string" 
         }, 
         "Country": { 
          "CountryCode": "string", 
          "CountryName": "string" 
         }, 
         "GeoLocation": { 
          "Lat": "number", 
          "Lon": "number" 
         }, 
         "IpAddressV4": "string", 
         "Organization": { 
          "Asn": "number", 
          "AsnOrg": "string", 
          "Isp": "string", 
          "Org": "string" 
         } 
        } 
       }] 
      } 
     }, 
     "AwsAccountId": "string", 
     "CompanyName": "string", 
     "Compliance (p. 138)": { 
      "AssociatedStandards": [{ 
       "StandardsId": "string" 
      }], 
      "RelatedRequirements": ["string"], 
      "SecurityControlId": "string", 
      "Status": "string", 
      "StatusReasons": [{ 
       "Description": "string", 
       "ReasonCode": "string" 
      }] 
     }, 
     "Confidence": "number", 
     "CreatedAt": "string", 
     "Criticality": "number", 
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     "Description": "string", 
     "FindingProviderFields (p. 139)": { 
      "Confidence": "number", 
      "Criticality": "number", 
      "RelatedFindings": [{ 
       "ProductArn": "string", 
       "Id": "string" 
      }], 
      "Severity": { 
       "Label": "string", 
       "Original": "string" 
      }, 
      "Types": ["string"] 
     }, 
     "FirstObservedAt": "string", 
     "GeneratorId": "string", 
     "Id": "string", 
     "LastObservedAt": "string", 
     "Malware (p. 140)": [{ 
      "Name": "string", 
      "Path": "string", 
      "State": "string", 
      "Type": "string" 
     }], 
     "Network (p. 141)": { 
      "DestinationDomain": "string", 
      "DestinationIpV4": "string", 
      "DestinationIpV6": "string", 
      "DestinationPort": "number", 
      "Direction": "string", 
      "OpenPortRange": { 
       "Begin": "integer", 
       "End": "integer" 
      }, 
      "Protocol": "string", 
      "SourceDomain": "string", 
      "SourceIpV4": "string", 
      "SourceIpV6": "string", 
      "SourceMac": "string", 
      "SourcePort": "number" 
     }, 
     "NetworkPath (p. 141)": [{ 
      "ComponentId": "string", 
      "ComponentType": "string", 
      "Egress": { 
       "Destination": { 
        "Address": ["string"], 
        "PortRanges": [{ 
         "Begin": "integer", 
         "End": "integer" 
        }] 
       }, 
       "Protocol": "string", 
       "Source": { 
        "Address": ["string"], 
        "PortRanges": [{ 
         "Begin": "integer", 
         "End": "integer" 
        }] 
       } 
      }, 
      "Ingress": { 
       "Destination": { 
        "Address": ["string"], 
        "PortRanges": [{ 
         "Begin": "integer", 
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         "End": "integer" 
        }] 
       }, 
       "Protocol": "string", 
       "Source": { 
        "Address": ["string"], 
        "PortRanges": [{ 
         "Begin": "integer", 
         "End": "integer" 
        }] 
       } 
      } 
     }], 
     "Note (p. 142)": { 
      "Text": "string", 
      "UpdatedAt": "string", 
      "UpdatedBy": "string" 
     }, 
     "PatchSummary (p. 142)": { 
      "FailedCount": "number", 
      "Id": "string", 
      "InstalledCount": "number", 
      "InstalledOtherCount": "number", 
      "InstalledPendingReboot": "number", 
      "InstalledRejectedCount": "number", 
      "MissingCount": "number", 
      "Operation": "string", 
      "OperationEndTime": "string", 
      "OperationStartTime": "string", 
      "RebootOption": "string" 
     }, 
     "Process (p. 142)": { 
      "LaunchedAt": "string", 
      "Name": "string", 
      "ParentPid": "number", 
      "Path": "string", 
      "Pid": "number", 
      "TerminatedAt": "string" 
     }, 
     "ProductArn": "string", 
     "ProductFields (p. 143)": { 
      "string": "string" 
     }, 
     "ProductName": "string", 
     "RecordState": "string", 
     "Region": "string", 
     "RelatedFindings (p. 144)": [{ 
      "Id": "string", 
      "ProductArn": "string" 
     }], 
     "Remediation (p. 144)": { 
      "Recommendation": { 
       "Text": "string", 
       "Url": "string" 
      } 
     }, 
     "Resources (p. 147)": [{ 
      "DataClassification (p. 149)": { 
       "DetailedResultsLocation": "string", 
       "Result": { 
        "AdditionalOccurrences": "boolean", 
        "CustomDataIdentifiers": { 
         "Detections": [{ 
          "Arn": "string", 
          "Count": "integer", 
          "Name": "string", 
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          "Occurrences": { 
           "Cells": [{ 
            "CellReference": "string", 
            "Column": "integer", 
            "ColumnName": "string", 
            "Row": "integer" 
           }], 
           "LineRanges": [{ 
            "End": "integer", 
            "Start": "integer", 
            "StartColumn": "integer" 
           }], 
           "OffsetRanges": [{ 
            "End": "integer", 
            "Start": "integer", 
            "StartColumn": "integer" 
           }], 
           "Pages": [{ 
            "LineRange": { 
             "End": "integer", 
             "Start": "integer", 
             "StartColumn": "integer" 
            }, 
            "OffsetRange": { 
             "End": "integer", 
             "Start": "integer", 
             "StartColumn": "integer" 
            }, 
            "PageNumber": "integer" 
           }], 
           "Records": [{ 
            "JsonPath": "string", 
            "RecordIndex": "integer" 
           }] 
          } 
         }], 
         "TotalCount": "integer" 
        }, 
        "MimeType": "string", 
        "SensitiveData": [{ 
         "Category": "string", 
         "Detections": [{ 
          "Count": "integer", 
          "Occurrences": { 
           "Cells": [{ 
            "CellReference": "string", 
            "Column": "integer", 
            "ColumnName": "string", 
            "Row": "integer" 
           }], 
           "LineRanges": [{ 
            "End": "integer", 
            "Start": "integer", 
            "StartColumn": "integer" 
           }], 
           "OffsetRanges": [{ 
            "End": "integer", 
            "Start": "integer", 
            "StartColumn": "integer" 
           }], 
           "Pages": [{ 
            "LineRange": { 
             "End": "integer", 
             "Start": "integer", 
             "StartColumn": "integer" 
            }, 
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            "OffsetRange": { 
             "End": "integer", 
             "Start": "integer", 
             "StartColumn": "integer" 
            }, 
            "PageNumber": "integer" 
           }], 
           "Records": [{ 
            "JsonPath": "string", 
            "RecordIndex": "integer" 
           }] 
          }, 
          "Type": "string" 
         }], 
         "TotalCount": "integer" 
        }], 
        "SizeClassified": "integer", 
        "Status": { 
         "Code": "string", 
         "Reason": "string" 
        } 
       } 
      }, 
      "Details": { 
       "AwsApiGatewayRestApi (p. 153)": { 
        "ApiKeySource": "string", 
        "BinaryMediaTypes": [" string"], 
        "CreatedDate": "string", 
        "Description": "string", 
        "EndpointConfiguration": { 
         "Types": ["string"] 
        }, 
        "Id": "string", 
        "MinimumCompressionSize": "number", 
        "Name": "string", 
        "Version": "string" 
       }, 
       "AwsApiGatewayStage (p. 154)": { 
        "AccessLogSettings": { 
         "DestinationArn": "string", 
         "Format": "string" 
        }, 
        "CacheClusterEnabled": "boolean", 
        "CacheClusterSize": "string", 
        "CacheClusterStatus": "string", 
        "CanarySettings": { 
         "DeploymentId": "string", 
         "PercentTraffic": "number", 
         "StageVariableOverrides": [{ 
          "string": "string" 
         }], 
         "UseStageCache": "boolean" 
        }, 
        "ClientCertificateId": "string", 
        "CreatedDate": "string", 
        "DeploymentId": "string", 
        "Description": "string", 
        "DocumentationVersion": "string", 
        "LastUpdatedDate": "string", 
        "MethodSettings": [{ 
         "CacheDataEncrypted": "boolean", 
         "CachingEnabled": "boolean", 
         "CacheTtlInSeconds": "number", 
         "DataTraceEnabled": "boolean", 
         "HttpMethod": "string", 
         "LoggingLevel": "string", 
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         "MetricsEnabled": "boolean", 
         "RequireAuthorizationForCacheControl": "boolean", 
         "ResourcePath": "string", 
         "ThrottlingBurstLimit": "number", 
         "ThrottlingRateLimit": "number", 
         "UnauthorizedCacheControlHeaderStrategy": "string" 
        }], 
        "StageName": "string", 
        "TracingEnabled": "boolean", 
        "Variables": { 
         "string": "string" 
        }, 
        "WebAclArn": "string" 
       }, 
       "AwsApiGatewayV2Api (p. 155)": { 
        "ApiEndpoint": "string", 
        "ApiId": "string", 
        "ApiKeySelectionExpression": "string", 
        "CorsConfiguration": { 
         "AllowCredentials": "boolean", 
         "AllowHeaders": ["string"], 
         "AllowMethods": ["string"], 
         "AllowOrigins": ["string"], 
         "ExposeHeaders": ["string"], 
         "MaxAge": "number" 
        }, 
        "CreatedDate": "string", 
        "Description": "string", 
        "Name": "string", 
        "ProtocolType": "string", 
        "RouteSelectionExpression": "string", 
        "Version": "string" 
       }, 
       "AwsApiGatewayV2Stage (p. 155)": { 
        "AccessLogSettings": { 
         "DestinationArn": "string", 
         "Format": "string" 
        }, 
        "ApiGatewayManaged": "boolean", 
        "AutoDeploy": "boolean", 
        "ClientCertificateId": "string", 
        "CreatedDate": "string", 
        "DefaultRouteSettings": { 
         "DataTraceEnabled": "boolean", 
         "DetailedMetricsEnabled": "boolean", 
         "LoggingLevel": "string", 
         "ThrottlingBurstLimit": "number", 
         "ThrottlingRateLimit": "number" 
        }, 
        "DeploymentId": "string", 
        "Description": "string", 
        "LastDeploymentStatusMessage": "string", 
        "LastUpdatedDate": "string", 
        "RouteSettings": { 
         "DetailedMetricsEnabled": "boolean", 
         "LoggingLevel": "string", 
         "DataTraceEnabled": "boolean", 
         "ThrottlingBurstLimit": "number", 
         "ThrottlingRateLimit": "number" 
        }, 
        "StageName": "string", 
        "StageVariables": [{ 
         "string": "string" 
        }] 
       }, 
       "AwsRdsDbSecurityGroup (p. 201)": { 
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           "DbSecurityGroupArn": "string", 
           "DbSecurityGroupDescription": "string", 
           "DbSecurityGroupName": "string", 
           "Ec2SecurityGroups": [{ 
                  "Ec2SecurityGroupuId": "string", 
                  "Ec2SecurityGroupName": "string", 
                        "Ec2SecurityGroupOwnerId": "string", 
                        "Status": "string" 
                    }], 
                    "IpRanges": [{ 
                        "CidrIp": "string", 
                        "Status": "string" 
                    }], 
                    "OwnerId": "string", 
                    "VpcId": "string" 
                }, 
       "AwsAutoScalingAutoScalingGroup (p. 156)": { 
        "AvailabilityZones": [{ 
         "Value": "string" 
        }], 
        "CreatedTime": "string", 
        "HealthCheckGracePeriod": "integer", 
        "HealthCheckType": "string", 
        "LaunchConfigurationName": "string", 
        "LoadBalancerNames": ["string"], 
        "LaunchTemplate": {                             
                        "LaunchTemplateId": "string", 
                        "LaunchTemplateName": "string", 
                        "Version": "string" 
                    }, 
        "MixedInstancesPolicy": { 
         "InstancesDistribution": { 
          "OnDemandAllocationStrategy": "string", 
          "OnDemandBaseCapacity": "number", 
          "OnDemandPercentageAboveBaseCapacity": "number", 
          "SpotAllocationStrategy": "string", 
          "SpotInstancePools": "number", 
          "SpotMaxPrice": "string" 
         }, 
         "LaunchTemplate": { 
          "LaunchTemplateSpecification": { 
           "LaunchTemplateId": "string", 
           "LaunchTemplateName": "string", 
           "Version": "string" 
          }, 
          "CapacityRebalance": "boolean", 
          "Overrides": [{ 
           "InstanceType": "string", 
           "WeightedCapacity": "string" 
          }] 
         } 
        } 
       }, 
       "AwsAutoScalingLaunchConfiguration (p. 157)": { 
        "AssociatePublicIpAddress": "boolean", 
        "BlockDeviceMappings": [{ 
         "DeviceName": "string", 
         "Ebs": { 
          "DeleteOnTermination": "boolean", 
          "Encrypted": "boolean", 
          "Iops": "number", 
          "SnapshotId": "string", 
          "VolumeSize": "number", 
          "VolumeType": "string" 
         }, 
         "NoDevice": "boolean", 
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         "VirtualName": "string" 
        }], 
        "ClassicLinkVpcId": "string", 
        "ClassicLinkVpcSecurityGroups": ["string"], 
        "CreatedTime": "string", 
        "EbsOptimized": "boolean", 
        "IamInstanceProfile": "string" 
       }, 
       "ImageId": "string", 
       "InstanceMonitoring": { 
        "Enabled": "boolean" 
       }, 
       "InstanceType": "string", 
       "KernelId": "string", 
       "KeyName": "string", 
       "LaunchConfigurationName": "string", 
       "MetadataOptions": { 
        "HttpEndPoint": "string", 
        "HttpPutReponseHopLimit": "number", 
        "HttpTokens": "string" 
       }, 
       "PlacementTenancy": "string", 
       "RamdiskId": "string", 
       "SecurityGroups": ["string"], 
       "SpotPrice": "string", 
       "UserData": "string" 
      }, 
      "AwsBackupBackupPlan (p. 158)": { 
       "BackupPlan": { 
        "AdvancedBackupSettings": [{ 
         "BackupOptions": { 
          "WindowsVSS":"string" 
         }, 
         "ResourceType":"string" 
        }], 
        "BackupPlanName": "string", 
        "BackupPlanRule": [{ 
         "CompletionWindowMinutes": "integer", 
         "CopyActions": [{ 
          "DestinationBackupVaultArn": "string", 
          "Lifecycle": { 
           "DeleteAfterDays": "integer", 
           "MoveToColdStorageAfterDays": "integer" 
          } 
         }], 
         "Lifecycle": { 
          "DeleteAfterDays": "integer" 
         }, 
         "RuleName": "string", 
         "ScheduleExpression": "string", 
         "StartWindowMinutes": "integer", 
         "TargetBackupVault": "string" 
        }] 
       }, 
       "BackupPlanArn": "string", 
       "BackupPlanId": "string", 
       "VersionId": "string" 
     }, 
      "AwsBackupBackupVault (p. 159)": { 
       "AccessPolicy": { 
        "Statement": [{ 
         "Action": ["string"], 
         "Effect": "string", 
         "Principal": { 
          "AWS": "string" 
         }, 
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         "Resource": "string" 
        }], 
        "Version": "string" 
       }, 
       "BackupVaultArn": "string", 
       "BackupVaultName": "string", 
       "EncrytionKeyArn": "string", 
       "Notifications": { 
        "BackupVaultEvents": ["string"], 
        "SNSTopicArn": "string" 
       } 
      }, 
      "AwsBackupRecoveryPoint (p. 160)": { 
       "BackupSizeInBytes": "integer", 
       "BackupVaultName": "string", 
       "BackupVaultArn": "string", 
       "CalculatedLifecycle": { 
        "DeleteAt": "string", 
        "MoveToColdStorageAt": "string" 
       }, 
       "CompletionDate": "string", 
       "CreatedBy": { 
        "BackupPlanArn": "string", 
        "BackupPlanId": "string", 
        "BackupPlanVersion": "string", 
        "BackupRuleId": "string" 
       }, 
       "CreationDate": "string", 
       "EncryptionKeyArn": "string", 
       "IamRoleArn": "string", 
       "IsEncrypted": "boolean", 
       "LastRestoreTime": "string", 
       "Lifecycle": { 
        "DeleteAfterDays": "integer", 
        "MoveToColdStorageAfterDays": "integer" 
       }, 
       "RecoveryPointArn": "string", 
       "ResourceArn": "string", 
       "ResourceType": "string", 
       "SourceBackupVaultArn": "string", 
       "Status": "string", 
       "StatusMessage": "string", 
       "StorageClass": "string" 
      }, 
      "AwsCertificateManagerCertificate (p. 161)": { 
       "CertificateAuthorityArn": "string", 
       "CreatedAt": "string", 
       "DomainName": "string", 
       "DomainValidationOptions": [{ 
        "DomainName": "string", 
        "ResourceRecord": { 
         "Name": "string", 
         "Type": "string", 
         "Value": "string" 
        }, 
        "ValidationDomain": "string", 
        "ValidationEmails": ["string"], 
        "ValidationMethod": "string", 
        "ValidationStatus": "string" 
       }], 
       "ExtendedKeyUsages": [{ 
        "Name": "string", 
        "OId": "string" 
       }], 
       "FailureReason": "string", 
       "ImportedAt": "string", 
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       "InUseBy": ["string"], 
       "IssuedAt": "string", 
       "Issuer": "string", 
       "KeyAlgorithm": "string", 
       "KeyUsages": [{ 
        "Name": "string" 
       }], 
       "NotAfter": "string", 
       "NotBefore": "string", 
       "Options": { 
        "CertificateTransparencyLoggingPreference": "string" 
       }, 
       "RenewalEligibility": "string", 
       "RenewalSummary": { 
        "DomainValidationOptions": [{ 
         "DomainName": "string", 
         "ResourceRecord": { 
          "Name": "string", 
          "Type": "string", 
          "Value": "string" 
         }, 
         "ValidationDomain": "string", 
         "ValidationEmails": ["string"], 
         "ValidationMethod": "string", 
         "ValidationStatus": "string" 
        }], 
        "RenewalStatus": "string", 
        "RenewalStatusReason": "string", 
        "UpdatedAt": "string" 
       }, 
       "Serial": "string", 
       "SignatureAlgorithm": "string", 
       "Status": "string", 
       "Subject": "string", 
       "SubjectAlternativeNames": ["string"], 
       "Type": "string" 
      }, 
      "AwsCloudFormationStack (p. 162)": { 
       "Capabilities": ["string"], 
       "CreationTime": "string", 
       "Description": "string", 
       "DisableRollback": "boolean", 
       "DriftInformation": { 
        "StackDriftStatus": "string" 
       }, 
       "EnableTerminationProtection": "boolean", 
       "LastUpdatedTime": "string", 
       "NotificationArns": ["string"], 
       "Outputs": [{ 
        "Description": "string", 
        "OutputKey": "string", 
        "OutputValue": "string" 
       }], 
       "RoleArn": "string", 
       "StackId": "string", 
       "StackName": "string", 
       "StackStatus": "string", 
       "StackStatusReason": "string", 
       "TimeoutInMinutes": "number"  
      }, 
      "AwsCloudFrontDistribution (p. 163)": { 
       "CacheBehaviors": { 
        "Items": [{ 
         "ViewerProtocolPolicy": "string" 
        }] 
       }, 
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       "DefaultCacheBehavior": { 
        "ViewerProtocolPolicy": "string" 
       }, 
       "DefaultRootObject": "string", 
       "DomainName": "string", 
       "Etag": "string", 
       "LastModifiedTime": "string", 
       "Logging": { 
        "Bucket": "string", 
        "Enabled": "boolean", 
        "IncludeCookies": "boolean", 
        "Prefix": "string" 
       }, 
       "OriginGroups": { 
        "Items": [{ 
         "FailoverCriteria": { 
          "StatusCodes": { 
           "Items": ["number"], 
           "Quantity": "number" 
          } 
         } 
        }] 
       }, 
       "Origins": { 
        "Items": [{ 
         "CustomOriginConfig": { 
          "HttpPort": "number", 
          "HttpsPort": "number", 
          "OriginKeepaliveTimeout": "number", 
          "OriginProtocolPolicy": "string", 
          "OriginReadTimeout": "number", 
          "OriginSslProtocols": { 
           "Items": ["string"], 
           "Quantity": "number" 
          }  
         },   
         "DomainName": "string", 
         "Id": "string", 
         "OriginPath": "string", 
         "S3OriginConfig": { 
          "OriginAccessIdentity": "string" 
         } 
        }] 
       }, 
       "Status": "string", 
       "ViewerCertificate": { 
        "AcmCertificateArn": "string", 
        "Certificate": "string", 
        "CertificateSource": "string", 
        "CloudFrontDefaultCertificate": "boolean", 
        "IamCertificateId": "string", 
        "MinimumProtocolVersion": "string", 
        "SslSupportMethod": "string" 
       }, 
       "WebAclId": "string" 
      }, 
      "AwsCloudTrailTrail (p. 164)": { 
       "CloudWatchLogsLogGroupArn": "string", 
       "CloudWatchLogsRoleArn": "string", 
       "HasCustomEventSelectors": "boolean", 
       "HomeRegion": "string", 
       "IncludeGlobalServiceEvents": "boolean", 
       "IsMultiRegionTrail": "boolean", 
       "IsOrganizationTrail": "boolean", 
       "KmsKeyId": "string", 
       "LogFileValidationEnabled": "boolean", 
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       "Name": "string", 
       "S3BucketName": "string", 
       "S3KeyPrefix": "string", 
       "SnsTopicArn": "string", 
       "SnsTopicName": "string", 
       "TrailArn": "string" 
      }, 
      "AwsCloudWatchAlarm (p. 165)": { 
       "ActonsEnabled": "boolean", 
       "AlarmActions": ["string"], 
       "AlarmArn": "string", 
       "AlarmConfigurationUpdatedTimestamp": "string", 
       "AlarmDescription": "string", 
       "AlarmName": "string", 
       "ComparisonOperator": "string", 
       "DatapointsToAlarm": "number", 
       "Dimensions": [{ 
        "Name": "string", 
        "Value": "string" 
       }], 
       "EvaluateLowSampleCountPercentile": "string", 
       "EvaluationPeriods": "number", 
       "ExtendedStatistic": "string", 
       "InsufficientDataActions": ["string"], 
       "MetricName": "string", 
       "Namespace": "string", 
       "OkActions": ["string"], 
       "Period": "number", 
       "Statistic": "string", 
       "Threshold": "number", 
       "ThresholdMetricId": "string", 
       "TreatMissingData": "string", 
       "Unit": "string" 
      }, 
      "AwsCodeBuildProject (p. 166)": { 
       "Artifacts": [{ 
        "ArtifactIdentifier": "string", 
        "EncryptionDisabled": "boolean", 
        "Location": "string", 
        "Name": "string", 
        "NamespaceType": "string", 
        "OverrideArtifactName": "boolean", 
        "Packaging": "string", 
        "Path": "string", 
        "Type": "string" 
       }], 
       "SecondaryArtifacts": [{ 
                    "ArtifactIdentifier": "string", 
                    "Type": "string", 
                    "Location": "string", 
                    "Name": "string", 
                    "NamespaceType": "string", 
                    "Packaging": "string", 
                    "Path": "string", 
                    "EncryptionDisabled": "boolean", 
                    "OverrideArtifactName": "boolean" 
                }], 
       "EncryptionKey": "string", 
       "Certificate": "string", 
       "Environment": { 
        "Certificate": "string", 
        "EnvironmentVariables": [{ 
         "Name": "string", 
         "Type": "string", 
         "Value": "string" 
        }], 
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        "ImagePullCredentialsType": "string", 
        "PrivilegedMode": "boolean", 
        "RegistryCredential": { 
         "Credential": "string", 
         "CredentialProvider": "string" 
        }, 
        "Type": "string" 
       }, 
       "LogsConfig": { 
        "CloudWatchLogs": { 
         "GroupName": "string", 
         "Status": "string", 
         "StreamName": "string" 
        }, 
        "S3Logs": { 
         "EncryptionDisabled": "boolean", 
         "Location": "string", 
         "Status": "string" 
        } 
       }, 
       "Name": "string", 
       "ServiceRole": "string", 
       "Source": { 
        "Type": "string", 
        "Location": "string", 
        "GitCloneDepth": "integer" 
       }, 
       "VpcConfig": { 
        "VpcId": "string", 
        "Subnets": ["string"], 
        "SecurityGroupIds": ["string"] 
       } 
      }, 
      "AwsDynamoDbTable (p. 167)": { 
       "AttributeDefinitions": [{ 
        "AttributeName": "string", 
        "AttributeType": "string" 
       }], 
       "BillingModeSummary": { 
        "BillingMode": "string", 
        "LastUpdateToPayPerRequestDateTime": "string" 
       }, 
       "CreationDateTime": "string", 
       "GlobalSecondaryIndexes": [{ 
        "Backfilling": "boolean", 
        "IndexArn": "string", 
        "IndexName": "string", 
        "IndexSizeBytes": "number", 
        "IndexStatus": "string", 
        "ItemCount": "number", 
        "KeySchema": [{ 
         "AttributeName": "string", 
         "KeyType": "string" 
        }], 
        "Projection": { 
         "NonKeyAttributes": ["string"], 
         "ProjectionType": "string" 
        }, 
        "ProvisionedThroughput": { 
         "LastDecreaseDateTime": "string", 
         "LastIncreaseDateTime": "string", 
         "NumberOfDecreasesToday": "number", 
         "ReadCapacityUnits": "number", 
         "WriteCapacityUnits": "number" 
        } 
       }], 
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       "GlobalTableVersion": "string", 
       "ItemCount": "number", 
       "KeySchema": [{ 
        "AttributeName": "string", 
        "KeyType": "string" 
       }], 
       "LatestStreamArn": "string", 
       "LatestStreamLabel": "string", 
       "LocalSecondaryIndexes": [{ 
        "IndexArn": "string", 
        "IndexName": "string", 
        "KeySchema": [{ 
         "AttributeName": "string", 
         "KeyType": "string" 
        }], 
        "Projection": { 
         "NonKeyAttributes": ["string"], 
         "ProjectionType": "string" 
        } 
       }], 
       "ProvisionedThroughput": { 
        "LastDecreaseDateTime": "string", 
        "LastIncreaseDateTime": "string", 
        "NumberOfDecreasesToday": "number", 
        "ReadCapacityUnits": "number", 
        "WriteCapacityUnits": "number" 
       }, 
       "Replicas": [{ 
        "GlobalSecondaryIndexes": [{ 
         "IndexName": "string", 
         "ProvisionedThroughputOverride": { 
          "ReadCapacityUnits": "number" 
         } 
        }], 
        "KmsMasterKeyId": "string", 
        "ProvisionedThroughputOverride": { 
         "ReadCapacityUnits": "number" 
        }, 
        "RegionName": "string", 
        "ReplicaStatus": "string", 
        "ReplicaStatusDescription": "string" 
       }], 
       "RestoreSummary": { 
        "RestoreDateTime": "string", 
        "RestoreInProgress": "boolean", 
        "SourceBackupArn": "string", 
        "SourceTableArn": "string" 
       }, 
       "SseDescription": { 
        "InaccessibleEncryptionDateTime": "string", 
        "KmsMasterKeyArn": "string", 
        "SseType": "string", 
        "Status": "string" 
       }, 
       "StreamSpecification": { 
        "StreamEnabled": "boolean", 
        "StreamViewType": "string" 
       }, 
       "TableId": "string", 
       "TableName": "string", 
       "TableSizeBytes": "number", 
       "TableStatus": "string" 
      }, 
      "AwsEc2Eip (p. 169)": { 
       "AllocationId": "string", 
       "AssociationId": "string", 
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       "Domain": "string", 
       "InstanceId": "string", 
       "NetworkBorderGroup": "string", 
       "NetworkInterfaceId": "string", 
       "NetworkInterfaceOwnerId": "string", 
       "PrivateIpAddress": "string", 
       "PublicIp": "string", 
       "PublicIpv4Pool": "string" 
      }, 
      "AwsEc2Instance (p. 170)": { 
       "IamInstanceProfileArn": "string", 
       "ImageId": "string", 
       "IpV4Addresses": ["string"], 
       "IpV6Addresses": ["string"], 
       "KeyName": "string", 
       "LaunchedAt": "string", 
       "MetadataOptions": { 
        "HttpEndpoint": "string", 
        "HttpProtocolIpv6": "string", 
        "HttpPutResponseHopLimit": "number", 
        "HttpTokens": "string", 
        "InstanceMetadataTags": "string", 
       }, 
       "NetworkInterfaces": [{                 
        "NetworkInterfaceId": "string" 
       }], 
       "SubnetId": "string", 
       "Type": "string",        
       "VirtualizationType": "string", 
       "VpcId": "string" 
      },    
      "AwsEc2LaunchTemplate (p. 170)": { 
       "DefaultVersionNumber": "string", 
       "ElasticGpuSpecifications": ["string"], 
       "ElasticInferenceAccelerators": ["string"], 
       "Id": "string", 
       "ImageId": "string", 
       "LatestVersionNumber": "string", 
       "LaunchTemplateData": { 
        "BlockDeviceMappings": [{ 
         "DeviceName": "string", 
         "Ebs": { 
          "DeleteonTermination": "boolean", 
          "Encrypted": "boolean", 
          "SnapshotId": "string", 
          "VolumeSize": "number", 
          "VolumeType:" "string" 
         } 
        }], 
        "MetadataOptions": { 
         "HttpTokens": "string", 
         "HttpPutResponseHopLimit" : "number" 
        }, 
        "Monitoring": { 
         "Enabled": "boolean", 
        "NetworkInterfaces": [{ 
         "AssociatePublicIpAddress" : "boolean", 
        }], 
       "LaunchTemplateName": "string", 
       "LicenseSpecifications": ["string"], 
       "SecurityGroupIds": ["string"], 
       "SecurityGroups": ["string"], 
       "TagSpecifications": ["string"] 
      }, 
      "AwsEc2NetworkAcl (p. 171)": { 
       "Associations": [{ 
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        "NetworkAclAssociationId": "string", 
        "NetworkAclId": "string", 
        "SubnetId": "string" 
       }], 
       "Entries": [{ 
        "CidrBlock": "string", 
        "Egress": "boolean", 
        "IcmpTypeCode": { 
         "Code": "number", 
         "Type": "number" 
        }, 
        "Ipv6CidrBlock": "string", 
        "PortRange": { 
         "From": "number", 
         "To": "number" 
        }, 
        "Protocol": "string", 
        "RuleAction": "string", 
        "RuleNumber": "number" 
       }], 
       "IsDefault": "boolean", 
       "NetworkAclId": "string", 
       "OwnerId": "string", 
       "VpcId": "string" 
      }, 
      "AwsEc2NetworkInterface (p. 171)": { 
       "Attachment": { 
        "AttachmentId": "string", 
        "AttachTime": "string", 
        "DeleteOnTermination": "boolean", 
        "DeviceIndex": "number", 
        "InstanceId": "string", 
        "InstanceOwnerId": "string", 
        "Status": "string" 
       }, 
       "Ipv6Addresses": [{ 
        "Ipv6Address": "string" 
       }], 
       "NetworkInterfaceId": "string", 
       "PrivateIpAddresses": [{ 
        "PrivateDnsName": "string", 
        "PrivateIpAddress": "string" 
       }], 
       "PublicDnsName": "string", 
       "PublicIp": "string", 
       "SecurityGroups": [{ 
        "GroupId": "string", 
        "GroupName": "string" 
       }], 
       "SourceDestCheck": "boolean" 
      }, 
      "AwsEc2SecurityGroup (p. 172)": { 
       "GroupId": "string", 
       "GroupName": "string", 
       "IpPermissions": [{ 
        "FromPort": "number", 
        "IpProtocol": "string", 
        "IpRanges": [{ 
         "CidrIp": "string" 
        }], 
        "Ipv6Ranges": [{ 
         "CidrIpv6": "string" 
        }], 
        "PrefixListIds": [{ 
         "PrefixListId": "string" 
        }], 
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        "ToPort": "number", 
        "UserIdGroupPairs": [{ 
         "GroupId": "string", 
         "GroupName": "string", 
         "PeeringStatus": "string", 
         "UserId": "string", 
         "VpcId": "string", 
         "VpcPeeringConnectionId": "string" 
        }] 
       }], 
       "IpPermissionsEgress": [{ 
        "FromPort": "number", 
        "IpProtocol": "string", 
        "IpRanges": [{ 
         "CidrIp": "string" 
        }], 
        "Ipv6Ranges": [{ 
         "CidrIpv6": "string" 
        }], 
        "PrefixListIds": [{ 
         "PrefixListId": "string" 
        }], 
        "ToPort": "number", 
        "UserIdGroupPairs": [{ 
         "GroupId": "string", 
         "GroupName": "string", 
         "PeeringStatus": "string", 
         "UserId": "string", 
         "VpcId": "string", 
         "VpcPeeringConnectionId": "string" 
        }] 
       }], 
       "OwnerId": "string", 
       "VpcId": "string" 
      }, 
      "AwsEc2Subnet (p. 173)": { 
       "AssignIpv6AddressOnCreation": "boolean", 
       "AvailabilityZone": "string", 
       "AvailabilityZoneId": "string", 
       "AvailableIpAddressCount": "number", 
       "CidrBlock": "string", 
       "DefaultForAz": "boolean", 
       "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [{ 
        "AssociationId": "string", 
        "Ipv6CidrBlock": "string", 
        "CidrBlockState": "string" 
       }], 
       "MapPublicIpOnLaunch": "boolean", 
       "OwnerId": "string", 
       "State": "string", 
       "SubnetArn": "string", 
       "SubnetId": "string", 
       "VpcId": "string" 
      }, 
      "AwsEc2TransitGateway (p. 173)": { 
       "AmazonSideAsn": "number", 
       "AssociationDefaultRouteTableId": "string", 
       "AutoAcceptSharedAttachments": "string", 
       "DefaultRouteTableAssociation": "string", 
       "DefaultRouteTablePropagation": "string", 
       "Description": "string", 
       "DnsSupport": "string", 
       "Id": "string", 
       "MulticastSupport": "string", 
       "PropagationDefaultRouteTableId": "string", 
       "TransitGatewayCidrBlocks": ["string"], 
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       "VpnEcmpSupport": "string" 
      }, 
      "AwsEc2Volume (p. 174)": { 
       "Attachments": [{ 
        "AttachTime": "string", 
        "DeleteOnTermination": "boolean", 
        "InstanceId": "string", 
        "Status": "string" 
       }], 
       "CreateTime": "string", 
       "DeviceName": "string", 
       "Encrypted": "boolean", 
       "KmsKeyId": "string", 
       "Size": "number", 
       "SnapshotId": "string", 
       "Status": "string", 
       "VolumeId": "string", 
       "VolumeScanStatus": "string", 
       "VolumeType": "string" 
      }, 
      "AwsEc2Vpc (p. 174)": { 
       "CidrBlockAssociationSet": [{ 
        "AssociationId": "string", 
        "CidrBlock": "string", 
        "CidrBlockState": "string" 
       }], 
       "DhcpOptionsId": "string", 
       "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [{ 
        "AssociationId": "string", 
        "CidrBlockState": "string", 
        "Ipv6CidrBlock": "string" 
       }], 
       "State": "string" 
      }, 
      "AwsEc2VpcEndpointService (p. 175)": { 
       "AcceptanceRequired": "boolean", 
       "AvailabilityZones": ["string"], 
       "BaseEndpointDnsNames": ["string"], 
       "ManagesVpcEndpoints": "boolean", 
       "GatewayLoadBalancerArns": ["string"], 
       "NetworkLoadBalancerArns": ["string"], 
       "PrivateDnsName": "string", 
       "ServiceId": "string", 
       "ServiceName": "string", 
       "ServiceState": "string", 
       "ServiceType": [{ 
        "ServiceType": "string" 
       }] 
      }, 
      "AwsEc2VpcPeeringConnection (p. 175)": { 
       "AccepterVpcInfo": { 
        "CidrBlock": "string", 
        "CidrBlockSet": [{ 
         "CidrBlock": "string" 
        }], 
        "Ipv6CidrBlockSet": [{ 
         "Ipv6CidrBlock": "string" 
        }], 
        "OwnerId": "string", 
        "PeeringOptions": { 
         "AllowDnsResolutionFromRemoteVpc": "boolean", 
         "AllowEgressFromLocalClassicLinkToRemoteVpc": "boolean", 
         "AllowEgressFromLocalVpcToRemoteClassicLink": "boolean" 
        }, 
        "Region": "string", 
        "VpcId": "string" 
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       }, 
       "ExpirationTime": "string", 
       "RequesterVpcInfo": { 
        "CidrBlock": "string", 
        "CidrBlockSet": [{ 
         "CidrBlock": "string" 
        }], 
        "Ipv6CidrBlockSet": [{ 
         "Ipv6CidrBlock": "string" 
        }], 
        "OwnerId": "string", 
        "PeeringOptions": { 
         "AllowDnsResolutionFromRemoteVpc": "boolean", 
         "AllowEgressFromLocalClassicLinkToRemoteVpc": "boolean", 
         "AllowEgressFromLocalVpcToRemoteClassicLink": "boolean" 
        }, 
        "Region": "string", 
        "VpcId": "string" 
       }, 
       "Status": { 
        "Code": "string", 
        "Message": "string" 
       }, 
       "VpcPeeringConnectionId": "string" 
      }, 
      "AwsEc2VpnConnection (p. 176)": { 
       "Category": "string", 
       "CustomerGatewayConfiguration": "string", 
       "CustomerGatewayId": "string", 
       "Options": { 
        "StaticRoutesOnly": "boolean", 
        "TunnelOptions": [{ 
         "DpdTimeoutSeconds": "number", 
         "IkeVersions": ["string"], 
         "OutsideIpAddress": "string", 
         "Phase1DhGroupNumbers": ["number"], 
         "Phase1EncryptionAlgorithms": ["string"], 
         "Phase1IntegrityAlgorithms": ["string"], 
         "Phase1LifetimeSeconds": "number", 
         "Phase2DhGroupNumbers": ["number"], 
         "Phase2EncryptionAlgorithms": ["string"], 
         "Phase2IntegrityAlgorithms": ["string"], 
         "Phase2LifetimeSeconds": "number", 
         "PreSharedKey": "string", 
         "RekeyFuzzPercentage": "number", 
         "RekeyMarginTimeSeconds": "number", 
         "ReplayWindowSize": "number", 
         "TunnelInsideCidr": "string" 
        }] 
       }, 
       "Routes": [{ 
        "DestinationCidrBlock": "string", 
        "State": "string" 
       }], 
       "State": "string", 
       "TransitGatewayId": "string", 
       "Type": "string", 
       "VgwTelemetry": [{ 
        "AcceptedRouteCount": "number", 
        "CertificateArn": "string", 
        "LastStatusChange": "string", 
        "OutsideIpAddress": "string", 
        "Status": "string", 
        "StatusMessage": "string" 
       }], 
       "VpnConnectionId": "string", 
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       "VpnGatewayId": "string" 
      }, 
      "AwsEcrContainerImage (p. 177)": { 
       "Architecture": "string", 
       "ImageDigest": "string", 
       "ImagePublishedAt": "string", 
       "ImageTags": ["string"], 
       "RegistryId": "string", 
       "RepositoryName": "string" 
      }, 
      "AwsEcrRepository (p. 177)": { 
       "Arn": "string", 
       "ImageScanningConfiguration": { 
        "ScanOnPush": "boolean" 
       }, 
       "ImageTagMutability": "string", 
       "LifecyclePolicy": { 
        "LifecyclePolicyText": "string", 
        "RegistryId": "string" 
       }, 
       "RepositoryName": "string", 
       "RepositoryPolicyText": "string" 
      }, 
      "AwsEcsCluster (p. 178)": { 
       "ActiveServicesCount": "number", 
       "CapacityProviders": ["string"], 
       "ClusterArn": "string", 
       "ClusterName": "string", 
       "ClusterSettings": [{ 
        "Name": "string", 
        "Value": "string" 
       }], 
       "Configuration": { 
        "ExecuteCommandConfiguration": { 
         "KmsKeyId": "string", 
         "LogConfiguration": { 
          "CloudWatchEncryptionEnabled": "boolean", 
          "CloudWatchLogGroupName": "string", 
          "S3BucketName": "string", 
          "S3EncryptionEnabled": "boolean", 
          "S3KeyPrefix": "string" 
         }, 
         "Logging": "string" 
        } 
       }, 
       "DefaultCapacityProviderStrategy": [{ 
        "Base": "number", 
        "CapacityProvider": "string", 
        "Weight": "number" 
       }], 
       "RegisteredContainerInstancesCount": "number", 
       "RunningTasksCount": "number", 
       "Status": "string" 
      }, 
      "AwsEcsContainer (p. 178)": { 
       "Image": "string", 
       "MountPoints": [{ 
        "ContainerPath": "string", 
        "SourceVolume": "string" 
       }], 
       "Name": "string", 
       "Privileged": "boolean" 
      }, 
      "AwsEcsService (p. 179)": { 
       "CapacityProviderStrategy": [{ 
        "Base": "number", 
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        "CapacityProvider": "string", 
        "Weight": "number" 
       }], 
       "Cluster": "string", 
       "DeploymentConfiguration": { 
        "DeploymentCircuitBreaker": { 
         "Enable": "boolean", 
         "Rollback": "boolean" 
        }, 
        "MaximumPercent": "number", 
        "MinimumHealthyPercent": "number" 
       }, 
       "DeploymentController": { 
        "Type": "string" 
       }, 
       "DesiredCount": "number", 
       "EnableEcsManagedTags": "boolean", 
       "EnableExecuteCommand": "boolean", 
       "HealthCheckGracePeriodSeconds": "number", 
       "LaunchType": "string", 
       "LoadBalancers": [{ 
        "ContainerName": "string", 
        "ContainerPort": "number", 
        "LoadBalancerName": "string", 
        "TargetGroupArn": "string" 
       }], 
       "Name": "string", 
       "NetworkConfiguration": { 
        "AwsVpcConfiguration": { 
         "AssignPublicIp": "string", 
         "SecurityGroups": ["string"], 
         "Subnets": ["string"] 
        } 
       }, 
       "PlacementConstraints": [{ 
        "Expression": "string", 
        "Type": "string" 
       }], 
       "PlacementStrategies": [{ 
        "Field": "string", 
        "Type": "string" 
       }], 
       "PlatformVersion": "string", 
       "PropagateTags": "string", 
       "Role": "string", 
       "SchedulingStrategy": "string", 
       "ServiceArn": "string", 
       "ServiceName": "string", 
       "ServiceRegistries": [{ 
        "ContainerName": "string", 
        "ContainerPort": "number", 
        "Port": "number", 
        "RegistryArn": "string" 
       }], 
       "TaskDefinition": "string" 
      }, 
      "AwsEcsTask (p. 180)": { 
       "CreatedAt": "string", 
       "ClusterArn": "string", 
       "Group": "string", 
       "StartedAt": "string", 
       "StartedBy": "string", 
       "TaskDefinitionArn": "string", 
       "Version": "number", 
       "Volumes": [{ 
        "Name": "string", 
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        "Host": { 
         "SourcePath": "string" 
        } 
       }], 
       "Containers": [{ 
        "Image": "string", 
        "MountPoints": [{ 
         "ContainerPath": "string", 
         "SourceVolume": "string" 
        }], 
        "Name": "string", 
        "Privileged": "boolean" 
       }] 
      }, 
      "AwsEcsTaskDefinition (p. 181)": { 
       "ContainerDefinitions": [{ 
        "Command": ["string"], 
        "Cpu": "number", 
        "DependsOn": [{ 
         "Condition": "string", 
         "ContainerName": "string" 
        }], 
        "DisableNetworking": "boolean", 
        "DnsSearchDomains": ["string"], 
        "DnsServers": ["string"], 
        "DockerLabels": { 
         "string": "string" 
        }, 
        "DockerSecurityOptions": ["string"], 
        "EntryPoint": ["string"], 
        "Environment": [{ 
         "Name": "string", 
         "Value": "string" 
        }], 
        "EnvironmentFiles": [{ 
         "Type": "string", 
         "Value": "string" 
        }], 
        "Essential": "boolean", 
        "ExtraHosts": [{ 
         "Hostname": "string", 
         "IpAddress": "string" 
        }], 
        "FirelensConfiguration": { 
         "Options": { 
          "string": "string" 
         }, 
         "Type": "string" 
        }, 
        "HealthCheck": { 
         "Command": ["string"], 
         "Interval": "number", 
         "Retries": "number", 
         "StartPeriod": "number", 
         "Timeout": "number" 
        }, 
        "Hostname": "string", 
        "Image": "string", 
        "Interactive": "boolean", 
        "Links": ["string"], 
        "LinuxParameters": { 
         "Capabilities": { 
          "Add": ["string"], 
          "Drop": ["string"] 
         }, 
         "Devices": [{ 
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          "ContainerPath": "string", 
          "HostPath": "string", 
          "Permissions": ["string"] 
         }], 
         "InitProcessEnabled": "boolean", 
         "MaxSwap": "number", 
         "SharedMemorySize": "number", 
         "Swappiness": "number", 
         "Tmpfs": [{ 
          "ContainerPath": "string", 
          "MountOptions": ["string"], 
          "Size": "number" 
         }] 
        }, 
        "LogConfiguration": { 
         "LogDriver": "string", 
         "Options": { 
          "string": "string" 
         }, 
         "SecretOptions": [{ 
          "Name": "string", 
          "ValueFrom": "string" 
         }] 
        }, 
        "Memory": "number", 
        "MemoryReservation": "number", 
        "MountPoints": [{ 
         "ContainerPath": "string", 
         "ReadOnly": "boolean", 
         "SourceVolume": "string" 
        }], 
        "Name": "string", 
        "PortMappings": [{ 
         "ContainerPort": "number", 
         "HostPort": "number", 
         "Protocol": "string" 
        }], 
        "Privileged": "boolean", 
        "PseudoTerminal": "boolean", 
        "ReadonlyRootFilesystem": "boolean", 
        "RepositoryCredentials": { 
         "CredentialsParameter": "string" 
        }, 
        "ResourceRequirements": [{ 
         "Type": "string", 
         "Value": "string" 
        }], 
        "Secrets": [{ 
         "Name": "string", 
         "ValueFrom": "string" 
        }], 
        "StartTimeout": "number", 
        "StopTimeout": "number", 
        "SystemControls": [{ 
         "Namespace": "string", 
         "Value": "string" 
        }], 
        "Ulimits": [{ 
         "HardLimit": "number", 
         "Name": "string", 
         "SoftLimit": "number" 
        }], 
        "User": "string", 
        "VolumesFrom": [{ 
         "ReadOnly": "boolean", 
         "SourceContainer": "string" 
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        }], 
        "WorkingDirectory": "string" 
       }], 
       "Cpu": "string", 
       "ExecutionRoleArn": "string", 
       "Family": "string", 
       "InferenceAccelerators": [{ 
        "DeviceName": "string", 
        "DeviceType": "string" 
       }], 
       "IpcMode": "string", 
       "Memory": "string", 
       "NetworkMode": "string", 
       "PidMode": "string", 
       "PlacementConstraints": [{ 
        "Expression": "string", 
        "Type": "string" 
       }], 
       "ProxyConfiguration": { 
        "ContainerName": "string", 
        "ProxyConfigurationProperties": [{ 
         "Name": "string", 
         "Value": "string" 
        }], 
        "Type": "string" 
       }, 
       "RequiresCompatibilities": ["string"], 
       "TaskRoleArn": "string", 
       "Status": "string", 
       "Volumes": [{ 
        "DockerVolumeConfiguration": { 
         "Autoprovision": "boolean", 
         "Driver": "string", 
         "DriverOpts": { 
          "string": "string" 
         }, 
         "Labels": { 
          "string": "string" 
         }, 
         "Scope": "string" 
        }, 
        "EfsVolumeConfiguration": { 
         "AuthorizationConfig": { 
          "AccessPointId": "string", 
          "Iam": "string" 
         }, 
         "FilesystemId": "string", 
         "RootDirectory": "string", 
         "TransitEncryption": "string", 
         "TransitEncryptionPort": "number" 
        }, 
        "Host": { 
         "SourcePath": "string" 
        }, 
        "Name": "string" 
       }] 
      }, 
      "AwsEfsAccessPoint (p. 182)": { 
       "AccessPointId": "string", 
       "Arn": "string", 
       "ClientToken": "string", 
       "FileSystemId": "string", 
       "PosixUser": { 
        "Gid": "string", 
        "SecondaryGids": ["string"], 
        "Uid": "string" 
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       }, 
       "RootDirectory": { 
        "CreationInfo": { 
         "OwnerGid": "string", 
         "OwnerUid": "string", 
         "Permissions": "string" 
        }, 
        "Path": "string" 
       } 
      }, 
      "AwsEksCluster (p. 182)": { 
       "Arn": "string", 
       "CertificateAuthorityData": "string", 
       "ClusterStatus": "string", 
       "Endpoint": "string", 
       "Logging": { 
        "ClusterLogging": [{ 
         "Enabled": "boolean", 
         "Types": ["string"] 
        }] 
       }, 
       "Name": "string", 
       "ResourcesVpcConfig": { 
        "SecurityGroupIds": ["string"], 
        "SubnetIds": ["string"] 
       }, 
       "RoleArn": "string", 
       "Version": "string" 
      }, 
      "AwsElasticBeanstalkEnvironment (p. 183)": { 
       "ApplicationName": "string", 
       "Cname": "string", 
       "DateCreated": "string", 
       "DateUpdated": "string", 
       "Description": "string", 
       "EndpointUrl": "string", 
       "EnvironmentArn": "string", 
       "EnvironmentId": "string", 
       "EnvironmentLinks": [{ 
        "EnvironmentName": "string", 
        "LinkName": "string" 
       }], 
       "EnvironmentName": "string", 
       "OptionSettings": [{ 
        "Namespace": "string", 
        "OptionName": "string", 
        "ResourceName": "string", 
        "Value": "string" 
       }], 
       "PlatformArn": "string", 
       "SolutionStackName": "string", 
       "Status": "string", 
       "Tier": { 
        "Name": "string", 
        "Type": "string", 
        "Version": "string" 
       }, 
       "VersionLabel": "string" 
      }, 
      "AwsElasticSearchDomain (p. 184)": { 
       "AccessPolicies": "string", 
       "DomainStatus": { 
        "DomainId": "string", 
        "DomainName": "string", 
        "Endpoint": "string", 
        "Endpoints": { 
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         "string": "string" 
        } 
       }, 
       "DomainEndpointOptions": { 
        "EnforceHTTPS": "boolean", 
        "TLSSecurityPolicy": "string" 
       }, 
       "ElasticsearchClusterConfig": { 
        "DedicatedMasterCount": "number", 
        "DedicatedMasterEnabled": "boolean", 
        "DedicatedMasterType": "string", 
        "InstanceCount": "number", 
        "InstanceType": "string", 
        "ZoneAwarenessConfig": { 
         "AvailabilityZoneCount": "number" 
        }, 
        "ZoneAwarenessEnabled": "boolean" 
       }, 
       "ElasticsearchVersion": "string", 
       "EncryptionAtRestOptions": { 
        "Enabled": "boolean", 
        "KmsKeyId": "string" 
       }, 
       "LogPublishingOptions": { 
        "AuditLogs": { 
         "CloudWatchLogsLogGroupArn": "string", 
         "Enabled": "boolean" 
        }, 
        "IndexSlowLogs": { 
         "CloudWatchLogsLogGroupArn": "string", 
         "Enabled": "boolean" 
        }, 
        "SearchSlowLogs": { 
         "CloudWatchLogsLogGroupArn": "string", 
         "Enabled": "boolean" 
        } 
       }, 
       "NodeToNodeEncryptionOptions": { 
        "Enabled": "boolean" 
       }, 
       "ServiceSoftwareOptions": { 
        "AutomatedUpdateDate": "string", 
        "Cancellable": "boolean", 
        "CurrentVersion": "string", 
        "Description": "string", 
        "NewVersion": "string", 
        "UpdateAvailable": "boolean", 
        "UpdateStatus": "string" 
       }, 
       "VPCOptions": { 
        "AvailabilityZones": [ 
         "string" 
        ], 
        "SecurityGroupIds": [ 
         "string" 
        ], 
        "SubnetIds": [ 
         "string" 
        ], 
        "VPCId": "string" 
       } 
      }, 
      "AwsElbLoadBalancer (p. 186)": { 
       "AvailabilityZones": ["string"], 
       "BackendServerDescriptions": [{ 
        "InstancePort": "number", 
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        "PolicyNames": ["string"] 
       }], 
       "CanonicalHostedZoneName": "string", 
       "CanonicalHostedZoneNameID": "string", 
       "CreatedTime": "string", 
       "DnsName": "string", 
       "HealthCheck": { 
        "HealthyThreshold": "number", 
        "Interval": "number", 
        "Target": "string", 
        "Timeout": "number", 
        "UnhealthyThreshold": "number" 
       }, 
       "Instances": [{ 
        "InstanceId": "string" 
       }], 
       "ListenerDescriptions": [{ 
        "Listener": { 
         "InstancePort": "number", 
         "InstanceProtocol": "string", 
         "LoadBalancerPort": "number", 
         "Protocol": "string", 
         "SslCertificateId": "string" 
        }, 
        "PolicyNames": ["string"] 
       }], 
       "LoadBalancerAttributes": { 
        "AccessLog": { 
         "EmitInterval": "number", 
         "Enabled": "boolean", 
         "S3BucketName": "string", 
         "S3BucketPrefix": "string" 
        }, 
        "ConnectionDraining": { 
         "Enabled": "boolean", 
         "Timeout": "number" 
        }, 
        "ConnectionSettings": { 
         "IdleTimeout": "number" 
        }, 
        "CrossZoneLoadBalancing": { 
         "Enabled": "boolean" 
        }, 
        "AdditionalAttributes": [{ 
                        "Key": "string", 
                        "Value": "string" 
                    }] 
       }, 
       "LoadBalancerName": "string", 
       "Policies": { 
        "AppCookieStickinessPolicies": [{ 
         "CookieName": "string", 
         "PolicyName": "string" 
        }], 
        "LbCookieStickinessPolicies": [{ 
         "CookieExpirationPeriod": "number", 
         "PolicyName": "string" 
        }], 
        "OtherPolicies": ["string"] 
       }, 
       "Scheme": "string", 
       "SecurityGroups": ["string"], 
       "SourceSecurityGroup": { 
        "GroupName": "string", 
        "OwnerAlias": "string" 
       }, 
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       "Subnets": ["string"], 
       "VpcId": "string" 
      }, 
      "AwsElbv2LoadBalancer (p. 187)": { 
       "AvailabilityZones": { 
        "SubnetId": "string", 
        "ZoneName": "string" 
       }, 
       "CanonicalHostedZoneId": "string", 
       "CreatedTime": "string", 
       "DNSName": "string", 
       "IpAddressType": "string", 
       "LoadBalancerAttributes": [{ 
        "Key": "string", 
        "Value": "string" 
       }], 
       "Scheme": "string", 
       "SecurityGroups": ["string"], 
       "State": { 
        "Code": "string", 
        "Reason": "string" 
       }, 
       "Type": "string", 
       "VpcId": "string" 
      }, 
      "AwsIamAccessKey (p. 188)": { 
       "AccessKeyId": "string", 
       "AccountId": "string", 
       "CreatedAt": "string", 
       "PrincipalId": "string", 
       "PrincipalName": "string", 
       "PrincipalType": "string", 
       "SessionContext": { 
        "Attributes": { 
         "CreationDate": "string", 
         "MfaAuthenticated": "boolean" 
        }, 
        "SessionIssuer": { 
         "AccountId": "string", 
         "Arn": "string", 
         "PrincipalId": "string", 
         "Type": "string", 
         "UserName": "string" 
        } 
       }, 
       "Status": "string" 
      }, 
      "AwsIamGroup (p. 188)": { 
       "AttachedManagedPolicies": [{ 
        "PolicyArn": "string", 
        "PolicyName": "string" 
       }], 
       "CreateDate": "string", 
       "GroupId": "string", 
       "GroupName": "string", 
       "GroupPolicyList": [{ 
        "PolicyName": "string" 
       }], 
       "Path": "string" 
      }, 
      "AwsIamPolicy (p. 189)": { 
       "AttachmentCount": "number", 
       "CreateDate": "string", 
       "DefaultVersionId": "string", 
       "Description": "string", 
       "IsAttachable": "boolean", 
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       "Path": "string", 
       "PermissionsBoundaryUsageCount": "number", 
       "PolicyId": "string", 
       "PolicyName": "string", 
       "PolicyVersionList": [{ 
        "CreateDate": "string", 
        "IsDefaultVersion": "boolean", 
        "VersionId": "string" 
       }], 
       "UpdateDate": "string" 
      }, 
      "AwsIamRole (p. 189)": { 
       "AssumeRolePolicyDocument": "string", 
       "AttachedManagedPolicies": [{ 
        "PolicyArn": "string", 
        "PolicyName": "string" 
       }], 
       "CreateDate": "string", 
       "InstanceProfileList": [{ 
        "Arn": "string", 
        "CreateDate": "string", 
        "InstanceProfileId": "string", 
        "InstanceProfileName": "string", 
        "Path": "string", 
        "Roles": [{ 
         "Arn": "string", 
         "AssumeRolePolicyDocument": "string", 
         "CreateDate": "string", 
         "Path": "string", 
         "RoleId": "string", 
         "RoleName": "string" 
        }] 
       }], 
       "MaxSessionDuration": "number", 
       "Path": "string", 
       "PermissionsBoundary": { 
        "PermissionsBoundaryArn": "string", 
        "PermissionsBoundaryType": "string" 
       }, 
       "RoleId": "string", 
       "RoleName": "string", 
       "RolePolicyList": [{ 
        "PolicyName": "string" 
       }] 
      }, 
      "AwsIamUser (p. 190)": { 
       "AttachedManagedPolicies": [{ 
        "PolicyArn": "string", 
        "PolicyName": "string" 
       }], 
       "CreateDate": "string", 
       "GroupList": ["string"], 
       "Path": "string", 
       "PermissionsBoundary": { 
        "PermissionsBoundaryArn": "string", 
        "PermissionsBoundaryType": "string" 
       }, 
       "UserId": "string", 
       "UserName": "string", 
       "UserPolicyList": [{ 
        "PolicyName": "string" 
       }] 
      }, 
      "AwsKinesisStream (p. 191)": { 
       "Arn": "string", 
       "Name": "string", 
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       "RetentionPeriodHours": "number", 
       "ShardCount": "number", 
       "StreamEncryption": { 
        "EncryptionType": "string", 
        "KeyId": "string" 
       } 
      }, 
      "AwsKmsKey (p. 191)": { 
       "AWSAccountId": "string", 
       "CreationDate": "string", 
       "Description": "string", 
       "KeyId": "string", 
       "KeyManager": "string", 
       "KeyRotationStatus": "boolean", 
       "KeyState": "string", 
       "Origin": "string" 
      }, 
      "AwsLambdaFunction (p. 192)": { 
       "Architectures": [ 
        "string" 
       ], 
       "Code": { 
        "S3Bucket": "string", 
        "S3Key": "string", 
        "S3ObjectVersion": "string", 
        "ZipFile": "string" 
       }, 
       "CodeSha256": "string", 
       "DeadLetterConfig": { 
        "TargetArn": "string" 
       }, 
       "Environment": { 
        "Variables": { 
         "Stage": "string" 
        }, 
        "Error": { 
         "ErrorCode": "string", 
         "Message": "string" 
        } 
       }, 
       "FunctionName": "string", 
       "Handler": "string", 
       "KmsKeyArn": "string", 
       "LastModified": "string", 
       "Layers": { 
        "Arn": "string", 
        "CodeSize": "number" 
       }, 
       "PackageType": "string", 
       "RevisionId": "string", 
       "Role": "string", 
       "Runtime": "string", 
       "Timeout": "integer", 
       "TracingConfig": { 
        "Mode": "string" 
       }, 
       "Version": "string", 
       "VpcConfig": { 
        "SecurityGroupIds": ["string"], 
        "SubnetIds": ["string"] 
       }, 
       "MasterArn": "string", 
       "MemorySize": "number" 
      }, 
      "AwsLambdaLayerVersion (p. 193)": { 
       "CompatibleRuntimes": [ 
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        "string" 
       ], 
       "CreatedDate": "string", 
       "Version": "number" 
      }, 
      "AwsNetworkFirewallFirewall (p. 193)": { 
       "DeleteProtection": "boolean", 
       "Description": "string", 
       "FirewallArn": "string", 
       "FirewallId": "string", 
       "FirewallName": "string", 
       "FirewallPolicyArn": "string", 
       "FirewallPolicyChangeProtection": "boolean", 
       "SubnetChangeProtection": "boolean", 
       "SubnetMappings": [{ 
        "SubnetId": "string" 
       }], 
       "VpcId": "string" 
      }, 
      "AwsNetworkFirewallFirewallPolicy (p. 193)": { 
       "Description": "string", 
       "FirewallPolicy": { 
        "StatefulRuleGroupReferences": [{ 
         "ResourceArn": "string" 
        }], 
        "StatelessCustomActions": [{ 
         "ActionDefinition": { 
          "PublishMetricAction": { 
           "Dimensions": [{ 
            "Value": "string" 
           }] 
          } 
         }, 
         "ActionName": "string" 
        }], 
        "StatelessDefaultActions": ["string"], 
        "StatelessFragmentDefaultActions": ["string"], 
        "StatelessRuleGroupReferences": [{ 
         "Priority": "number", 
         "ResourceArn": "string" 
        }] 
       }, 
       "FirewallPolicyArn": "string", 
       "FirewallPolicyId": "string", 
       "FirewallPolicyName": "string" 
      }, 
      "AwsNetworkFirewallRuleGroup (p. 194)": { 
       "Capacity": "number", 
       "Description": "string", 
       "RuleGroup": { 
        "RulesSource": { 
         "RulesSourceList": { 
          "GeneratedRulesType": "string", 
          "Targets": ["string"], 
          "TargetTypes": ["string"] 
         }, 
         "RulesString": "string", 
         "StatefulRules": [{ 
          "Action": "string", 
          "Header": { 
           "Destination": "string", 
           "DestinationPort": "string", 
           "Direction": "string", 
           "Protocol": "string", 
           "Source": "string", 
           "SourcePort": "string" 
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          }, 
          "RuleOptions": [{ 
           "Keyword": "string", 
           "Settings": ["string"] 
          }] 
         }], 
         "StatelessRulesAndCustomActions": { 
          "CustomActions": [{ 
           "ActionDefinition": { 
            "PublishMetricAction": { 
             "Dimensions": [{ 
              "Value": "string" 
             }] 
            } 
           }, 
           "ActionName": "string" 
          }], 
          "StatelessRules": [{ 
           "Priority": "number", 
           "RuleDefinition": { 
            "Actions": ["string"], 
            "MatchAttributes": { 
             "DestinationPorts": [{ 
              "FromPort": "number", 
              "ToPort": "number" 
             }], 
             "Destinations": [{ 
              "AddressDefinition": "string" 
             }], 
             "Protocols": ["number"], 
             "SourcePorts": [{ 
              "FromPort": "number", 
              "ToPort": "number" 
             }], 
             "Sources": [{ 
              "AddressDefinition": "string" 
             }], 
             "TcpFlags": [{ 
              "Flags": ["string"], 
              "Masks": ["string"] 
             }] 
            } 
           } 
          }] 
         } 
        }, 
        "RuleVariables": { 
         "IpSets": { 
          "Definition": ["string"] 
         }, 
         "PortSets": { 
          "Definition": ["string"] 
         } 
        } 
       }, 
       "RuleGroupArn": "string", 
       "RuleGroupId": "string", 
       "RuleGroupName": "string", 
       "Type": "string" 
      }, 
      "AwsOpenSearchServiceDomain (p. 196)": { 
       "AccessPolicies": "string", 
       "AdvancedSecurityOptions": { 
        "Enabled": "boolean", 
        "InternalUserDatabaseEnabled": "boolean", 
        "MasterUserOptions": { 
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         "MasterUserArn": "string", 
         "MasterUserName": "string", 
         "MasterUserPassword": "string" 
        } 
       }, 
       "Arn": "string", 
       "ClusterConfig": { 
        "DedicatedMasterCount": "number", 
        "DedicatedMasterEnabled": "boolean", 
        "DedicatedMasterType": "string", 
        "InstanceCount": "number", 
        "InstanceType": "string", 
        "WarmCount": "number", 
        "WarmEnabled": "boolean", 
        "WarmType": "string", 
        "ZoneAwarenessConfig": { 
         "AvailabilityZoneCount": "number" 
        }, 
        "ZoneAwarenessEnabled": "boolean" 
       }, 
       "DomainEndpoint": "string", 
       "DomainEndpointOptions": { 
        "CustomEndpoint": "string", 
        "CustomEndpointCertificateArn": "string", 
        "CustomEndpointEnabled": "boolean", 
        "EnforceHTTPS": "boolean", 
        "TLSSecurityPolicy": "string" 
       }, 
       "DomainEndpoints": { 
        "string": "string" 
       }, 
       "DomainName": "string", 
       "EncryptionAtRestOptions": { 
        "Enabled": "boolean", 
        "KmsKeyId": "string" 
       }, 
       "EngineVersion": "string", 
       "Id": "string", 
       "LogPublishingOptions": { 
        "AuditLogs": { 
         "CloudWatchLogsLogGroupArn": "string", 
         "Enabled": "boolean" 
        }, 
        "IndexSlowLogs": { 
         "CloudWatchLogsLogGroupArn": "string", 
         "Enabled": "boolean" 
        }, 
        "SearchSlowLogs": { 
         "CloudWatchLogsLogGroupArn": "string", 
         "Enabled": "boolean" 
        } 
       }, 
       "NodeToNodeEncryptionOptions": { 
        "Enabled": "boolean" 
       }, 
       "ServiceSoftwareOptions": { 
        "AutomatedUpdateDate": "string", 
        "Cancellable": "boolean", 
        "CurrentVersion": "string", 
        "Description": "string", 
        "NewVersion": "string", 
        "OptionalDeployment": "boolean", 
        "UpdateAvailable": "boolean", 
        "UpdateStatus": "string" 
       }, 
       "VpcOptions": { 
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        "SecurityGroupIds": ["string"], 
        "SubnetIds": ["string"] 
       } 
      }, 
      "AwsRdsDbCluster (p. 198)": { 
       "ActivityStreamStatus": "string", 
       "AllocatedStorage": "number", 
       "AssociatedRoles": [{ 
        "RoleArn": "string", 
        "Status": "string" 
       }], 
       "AvailabilityZones": ["string"], 
       "BackupRetentionPeriod": "integer", 
       "ClusterCreateTime": "string", 
       "CopyTagsToSnapshot": "boolean", 
       "CrossAccountClone": "boolean", 
       "CustomEndpoints": ["string"], 
       "DatabaseName": "string", 
       "DbClusterIdentifier": "string", 
       "DbClusterMembers": [{ 
        "DbClusterParameterGroupStatus": "string", 
        "DbInstanceIdentifier": "string", 
        "IsClusterWriter": "boolean", 
        "PromotionTier": "integer" 
       }], 
       "DbClusterOptionGroupMemberships": [{ 
        "DbClusterOptionGroupName": "string", 
        "Status": "string" 
       }], 
       "DbClusterParameterGroup": "string", 
       "DbClusterResourceId": "string", 
       "DbSubnetGroup": "string", 
       "DeletionProtection": "boolean", 
       "DomainMemberships": [{ 
        "Domain": "string", 
        "Fqdn": "string", 
        "IamRoleName": "string", 
        "Status": "string" 
       }], 
       "EnabledCloudwatchLogsExports": ["string"], 
       "Endpoint": "string", 
       "Engine": "string", 
       "EngineMode": "string", 
       "EngineVersion": "string", 
       "HostedZoneId": "string", 
       "HttpEndpointEnabled": "boolean", 
       "IamDatabaseAuthenticationEnabled": "boolean", 
       "KmsKeyId": "string", 
       "MasterUsername": "string", 
       "MultiAz": "boolean", 
       "Port": "integer", 
       "PreferredBackupWindow": "string", 
       "PreferredMaintenanceWindow": "string", 
       "ReaderEndpoint": "string", 
       "ReadReplicaIdentifiers": ["string"], 
       "Status": "string", 
       "StorageEncrypted": "boolean", 
       "VpcSecurityGroups": [{ 
        "Status": "string", 
        "VpcSecurityGroupId": "string" 
       }] 
      }, 
      "AwsRdsDbClusterSnapshot (p. 199)": { 
       "AllocatedStorage": "integer", 
       "AvailabilityZones": ["string"], 
       "ClusterCreateTime": "string", 
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       "DbClusterIdentifier": "string", 
       "DbClusterSnapshotIdentifier": "string", 
       "Engine": "string", 
       "EngineVersion": "string", 
       "IamDatabaseAuthenticationEnabled": "boolean", 
       "KmsKeyId": "string", 
       "LicenseModel": "string", 
       "MasterUsername": "string", 
       "PercentProgress": "integer", 
       "Port": "integer", 
       "SnapshotCreateTime": "string", 
       "SnapshotType": "string", 
       "Status": "string", 
       "StorageEncrypted": "boolean", 
       "VpcId": "string" 
      }, 
      "AwsRdsDbInstance (p. 199)": { 
       "AllocatedStorage": "number", 
       "AssociatedRoles": [{ 
        "RoleArn": "string", 
        "FeatureName": "string", 
        "Status": "string" 
       }], 
       "AutoMinorVersionUpgrade": "boolean", 
       "AvailabilityZone": "string", 
       "BackupRetentionPeriod": "number", 
       "CACertificateIdentifier": "string", 
       "CharacterSetName": "string", 
       "CopyTagsToSnapshot": "boolean", 
       "DBClusterIdentifier": "string", 
       "DBInstanceClass": "string", 
       "DBInstanceIdentifier": "string", 
       "DbInstancePort": "number", 
       "DbInstanceStatus": "string", 
       "DbiResourceId": "string", 
       "DBName": "string", 
       "DbParameterGroups": [{ 
        "DbParameterGroupName": "string", 
        "ParameterApplyStatus": "string" 
       }], 
       "DbSecurityGroups": ["string"], 
       "DbSubnetGroup": { 
        "DbSubnetGroupArn": "string", 
        "DbSubnetGroupDescription": "string", 
        "DbSubnetGroupName": "string", 
        "SubnetGroupStatus": "string", 
        "Subnets": [{ 
         "SubnetAvailabilityZone": { 
          "Name": "string" 
         }, 
         "SubnetIdentifier": "string", 
         "SubnetStatus": "string" 
        }], 
        "VpcId": "string" 
       }, 
       "DeletionProtection": "boolean", 
       "Endpoint": { 
        "Address": "string", 
        "Port": "number", 
        "HostedZoneId": "string" 
       }, 
       "DomainMemberships": [{ 
        "Domain": "string", 
        "Fqdn": "string", 
        "IamRoleName": "string", 
        "Status": "string" 
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       }], 
       "EnabledCloudwatchLogsExports": ["string"], 
       "Engine": "string", 
       "EngineVersion": "string", 
       "EnhancedMonitoringResourceArn": "string", 
       "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": "boolean", 
       "InstanceCreateTime": "string", 
       "Iops": "number", 
       "KmsKeyId": "string", 
       "LatestRestorableTime": "string", 
       "LicenseModel": "string", 
       "ListenerEndpoint": { 
        "Address": "string", 
        "HostedZoneId": "string", 
        "Port": "number" 
       }, 
       "MasterUsername": "admin", 
       "MaxAllocatedStorage": "number", 
       "MonitoringInterval": "number", 
       "MonitoringRoleArn": "string", 
       "MultiAz": "boolean", 
       "OptionGroupMemberships": [{ 
        "OptionGroupName": "string", 
        "Status": "string" 
       }], 
       "PendingModifiedValues": { 
        "AllocatedStorage": "number", 
        "BackupRetentionPeriod": "number", 
        "CaCertificateIdentifier": "string", 
        "DbInstanceClass": "string", 
        "DbInstanceIdentifier": "string", 
        "DbSubnetGroupName": "string", 
        "EngineVersion": "string", 
        "Iops": "number", 
        "LicenseModel": "string", 
        "MasterUserPassword": "string", 
        "MultiAZ": "boolean", 
        "PendingCloudWatchLogsExports": { 
         "LogTypesToDisable": ["string"], 
         "LogTypesToEnable": ["string"] 
        }, 
        "Port": "number", 
        "ProcessorFeatures": [{ 
         "Name": "string", 
         "Value": "string" 
        }], 
        "StorageType": "string" 
       }, 
       "PerformanceInsightsEnabled": "boolean", 
       "PerformanceInsightsKmsKeyId": "string", 
       "PerformanceInsightsRetentionPeriod": "number", 
       "PreferredBackupWindow": "string", 
       "PreferredMaintenanceWindow": "string", 
       "ProcessorFeatures": [{ 
        "Name": "string", 
        "Value": "string" 
       }], 
       "PromotionTier": "number", 
       "PubliclyAccessible": "boolean", 
       "ReadReplicaDBClusterIdentifiers": ["string"], 
       "ReadReplicaDBInstanceIdentifiers": ["string"], 
       "ReadReplicaSourceDBInstanceIdentifier": "string", 
       "SecondaryAvailabilityZone": "string", 
       "StatusInfos": [{ 
        "Message": "string", 
        "Normal": "boolean", 
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        "Status": "string", 
        "StatusType": "string" 
       }], 
       "StorageEncrypted": "boolean", 
       "TdeCredentialArn": "string", 
       "Timezone": "string", 
       "VpcSecurityGroups": [{ 
        "VpcSecurityGroupId": "string", 
        "Status": "string" 
       }] 
      }, 
      "AwsRdsDbSnapshot (p. 202)": { 
       "AllocatedStorage": "integer", 
       "AvailabilityZone": "string", 
       "DbInstanceIdentifier": "string", 
       "DbiResourceId": "string", 
       "DbSnapshotIdentifier": "string", 
       "Encrypted": "boolean", 
       "Engine": "string", 
       "EngineVersion": "string", 
       "IamDatabaseAuthenticationEnabled": "boolean", 
       "InstanceCreateTime": "string", 
       "Iops": "number", 
       "KmsKeyId": "string", 
       "LicenseModel": "string", 
       "MasterUsername": "string", 
       "OptionGroupName": "string", 
       "PercentProgress": "integer", 
       "Port": "integer", 
       "ProcessorFeatures": [], 
       "SnapshotCreateTime": "string", 
       "SnapshotType": "string", 
       "SourceDbSnapshotIdentifier": "string", 
       "SourceRegion": "string", 
       "Status": "string", 
       "StorageType": "string", 
       "TdeCredentialArn": "string", 
       "Timezone": "string", 
       "VpcId": "string" 
      }, 
      "AwsRdsEventSubscription (p. 203)": { 
       "CustomerAwsId": "string", 
       "CustSubscriptionId": "string", 
       "Enabled": "boolean", 
       "EventCategoriesList": ["string"], 
       "EventSubscriptionArn": "string", 
       "SnsTopicArn": "string", 
       "SourceIdsList": ["string"], 
       "SourceType": "string", 
       "Status": "string", 
       "SubscriptionCreationTime": "string" 
      }, 
      "AwsRedshiftCluster (p. 203)": { 
       "AllowVersionUpgrade": "boolean", 
       "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": "number", 
       "AvailabilityZone": "string", 
       "ClusterAvailabilityStatus": "string", 
       "ClusterCreateTime": "string", 
       "ClusterIdentifier": "string", 
       "ClusterNodes": [{ 
        "NodeRole": "string", 
        "PrivateIPAddress": "string", 
        "PublicIPAddress": "string" 
       }], 
       "ClusterParameterGroups": [{ 
        "ClusterParameterStatusList": [{ 
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         "ParameterApplyErrorDescription": "string", 
         "ParameterApplyStatus": "string", 
         "ParameterName": "string" 
        }], 
        "ParameterApplyStatus": "string", 
        "ParameterGroupName": "string" 
       }], 
       "ClusterPublicKey": "string", 
       "ClusterRevisionNumber": "string", 
       "ClusterSecurityGroups": [{ 
        "ClusterSecurityGroupName": "string", 
        "Status": "string" 
       }], 
       "ClusterSnapshotCopyStatus": { 
        "DestinationRegion": "string", 
        "ManualSnapshotRetentionPeriod": "number", 
        "RetentionPeriod": "number", 
        "SnapshotCopyGrantName": "string" 
       }, 
       "ClusterStatus": "string", 
       "ClusterSubnetGroupName": "string", 
       "ClusterVersion": "string", 
       "DBName": "string", 
       "DeferredMaintenanceWindows": [{ 
        "DeferMaintenanceEndTime": "string", 
        "DeferMaintenanceIdentifier": "string", 
        "DeferMaintenanceStartTime": "string" 
       }], 
       "ElasticIpStatus": { 
        "ElasticIp": "string", 
        "Status": "string" 
       }, 
       "ElasticResizeNumberOfNodeOptions": "string", 
       "Encrypted": "boolean", 
       "Endpoint": { 
        "Address": "string", 
        "Port": "number" 
       }, 
       "EnhancedVpcRouting": "boolean", 
       "ExpectedNextSnapshotScheduleTime": "string", 
       "ExpectedNextSnapshotScheduleTimeStatus": "string", 
       "HsmStatus": { 
        "HsmClientCertificateIdentifier": "string", 
        "HsmConfigurationIdentifier": "string", 
        "Status": "string" 
       }, 
       "IamRoles": [{ 
        "ApplyStatus": "string", 
        "IamRoleArn": "string" 
       }], 
       "KmsKeyId": "string", 
       "LoggingStatus":{ 
                    "BucketName": "string", 
                    "LastFailureMessage": "string", 
                    "LastFailureTime": "string", 
                    "LastSuccessfulDeliveryTime": "string", 
                    "LoggingEnabled": "boolean", 
                    "S3KeyPrefix": "string" 
                }, 
       "MaintenanceTrackName": "string", 
       "ManualSnapshotRetentionPeriod": "number", 
       "MasterUsername": "string", 
       "NextMaintenanceWindowStartTime": "string", 
       "NodeType": "string", 
       "NumberOfNodes": "number", 
       "PendingActions": ["string"], 
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       "PendingModifiedValues": { 
        "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": "number", 
        "ClusterIdentifier": "string", 
        "ClusterType": "string", 
        "ClusterVersion": "string", 
        "EncryptionType": "string", 
        "EnhancedVpcRouting": "boolean", 
        "MaintenanceTrackName": "string", 
        "MasterUserPassword": "string", 
        "NodeType": "string", 
        "NumberOfNodes": "number", 
        "PubliclyAccessible": "string" 
       }, 
       "PreferredMaintenanceWindow": "string", 
       "PubliclyAccessible": "boolean", 
       "ResizeInfo": { 
        "AllowCancelResize": "boolean", 
        "ResizeType": "string" 
       }, 
       "RestoreStatus": { 
        "CurrentRestoreRateInMegaBytesPerSecond": "number", 
        "ElapsedTimeInSeconds": "number", 
        "EstimatedTimeToCompletionInSeconds": "number", 
        "ProgressInMegaBytes": "number", 
        "SnapshotSizeInMegaBytes": "number", 
        "Status": "string" 
       }, 
       "SnapshotScheduleIdentifier": "string", 
       "SnapshotScheduleState": "string", 
       "VpcId": "string", 
       "VpcSecurityGroups": [{ 
        "Status": "string", 
        "VpcSecurityGroupId": "string" 
       }] 
      }, 
      "AwsS3AccountPublicAccessBlock (p. 206)": { 
       "BlockPublicAcls": "boolean", 
       "BlockPublicPolicy": "boolean", 
       "IgnorePublicAcls": "boolean", 
       "RestrictPublicBuckets": "boolean" 
      }, 
      "AwsS3Bucket (p. 207)": { 
       "AccessControlList": "string", 
       "BucketLifecycleConfiguration": { 
        "Rules": [{ 
         "AbortIncompleteMultipartUpload": { 
          "DaysAfterInitiation": "number" 
         }, 
         "ExpirationDate": "string", 
         "ExpirationInDays": "number", 
         "ExpiredObjectDeleteMarker": "boolean", 
         "Filter": { 
          "Predicate": { 
           "Operands": [{ 
             "Prefix": "string", 
             "Type": "string" 
            }, 
            { 
             "Tag": { 
              "Key": "string", 
              "Value": "string" 
             }, 
             "Type": "string" 
            } 
           ], 
           "Type": "string" 
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          } 
         }, 
         "Id": "string", 
         "NoncurrentVersionExpirationInDays": "number", 
         "NoncurrentVersionTransitions": [{ 
          "Days": "number", 
          "StorageClass": "string" 
         }], 
         "Prefix": "string", 
         "Status": "string", 
         "Transitions": [{ 
          "Date": "string", 
          "Days": "number", 
          "StorageClass": "string" 
         }] 
        }] 
       }, 
       "BucketLoggingConfiguration": { 
        "DestinationBucketName": "string", 
        "LogFilePrefix": "string" 
       }, 
       "BucketNotificationConfiguration": { 
        "Configurations": [{ 
         "Destination": "string", 
         "Events": ["string"], 
         "Filter": { 
          "S3KeyFilter": { 
           "FilterRules": [{ 
            "Name": "string", 
            "Value": "string" 
           }] 
          } 
         }, 
         "Type": "string" 
        }] 
       }, 
       "BucketVersioningConfiguration": { 
        "IsMfaDeleteEnabled": "boolean", 
        "Status": "string" 
       }, 
       "BucketWebsiteConfiguration": { 
        "ErrorDocument": "string", 
        "IndexDocumentSuffix": "string", 
        "RedirectAllRequestsTo": { 
         "HostName": "string", 
         "Protocol": "string" 
        }, 
        "RoutingRules": [{ 
         "Condition": { 
          "HttpErrorCodeReturnedEquals": "string", 
          "KeyPrefixEquals": "string" 
         }, 
         "Redirect": { 
          "HostName": "string", 
          "HttpRedirectCode": "string", 
          "Protocol": "string", 
          "ReplaceKeyPrefixWith": "string", 
          "ReplaceKeyWith": "string" 
         } 
        }] 
       }, 
       "CreatedAt": "string", 
       "OwnerAccountId": "string", 
       "OwnerId": "string", 
       "OwnerName": "string", 
       "PublicAccessBlockConfiguration": { 
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        "BlockPublicAcls": "boolean", 
        "BlockPublicPolicy": "boolean", 
        "IgnorePublicAcls": "boolean", 
        "RestrictPublicBuckets": "boolean" 
       }, 
       "ServerSideEncryptionConfiguration": { 
        "Rules": [{ 
         "ApplyServerSideEncryptionByDefault": { 
          "KMSMasterKeyID": "string", 
          "SSEAlgorithm": "string" 
         } 
        }] 
       } 
      }, 
      "AwsS3Object (p. 208)": { 
       "ContentType": "string", 
       "ETag": "string", 
       "LastModified": "string", 
       "ServerSideEncryption": "string", 
       "SSEKMSKeyId": "string", 
       "VersionId": "string" 
      }, 
      "AwsSagemakerNotebookInstance (p. 208)": { 
       "DirectInternetAccess": "string", 
       "InstanceMetadataServiceConfiguration": { 
        "MinimumInstanceMetadataServiceVersion": "string", 
       }, 
       "InstanceType": "string", 
       "LastModifiedTime": "string", 
       "NetworkInterfaceId": "string", 
       "NotebookInstanceArn": "string", 
       "NotebookInstanceName": "string", 
       "NotebookInstanceStatus": "string", 
       "PlatformIdentifier": "string", 
       "RoleArn": "string", 
       "RootAccess": "string", 
       "SecurityGroups": ["string"], 
       "SubnetId": "string", 
       "Url": "string", 
       "VolumeSizeInGB": "number" 
      }, 
      "AwsSecretsManagerSecret (p. 209)": { 
       "Deleted": "boolean", 
       "Description": "string", 
       "KmsKeyId": "string", 
       "Name": "string", 
       "RotationEnabled": "boolean", 
       "RotationLambdaArn": "string", 
       "RotationOccurredWithinFrequency": "boolean", 
       "RotationRules": { 
        "AutomaticallyAfterDays": "integer" 
       } 
      }, 
      "AwsSnsTopic (p. 209)": { 
       "ApplicationSuccessFeedbackRoleArn": "string",   
       "FirehoseFailureFeedbackRoleArn": "string", 
       "FirehoseSuccessFeedbackRoleArn": "string", 
       "HttpFailureFeedbackRoleArn": "string", 
       "HttpSuccessFeedbackRoleArn": "string", 
       "KmsMasterKeyId": "string",                  
       "Owner": "string", 
       "SqsFailureFeedbackRoleArn": "string", 
       "SqsSuccessFeedbackRoleArn": "string",  
       "Subscription": { 
        "Endpoint": "string", 
        "Protocol": "string" 
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       }, 
       "TopicName": "string"                     
      }, 
      "AwsSqsQueue (p. 210)": { 
       "DeadLetterTargetArn": "string", 
       "KmsDataKeyReusePeriodSeconds": "number", 
       "KmsMasterKeyId": "string", 
       "QueueName": "string" 
      }, 
      "AwsSsmPatchCompliance (p. 210)": { 
       "Patch": { 
        "ComplianceSummary": { 
         "ComplianceType": "string", 
         "CompliantCriticalCount": "integer", 
         "CompliantHighCount": "integer", 
         "CompliantInformationalCount": "integer", 
         "CompliantLowCount": "integer", 
         "CompliantMediumCount": "integer", 
         "CompliantUnspecifiedCount": "integer", 
         "ExecutionType": "string", 
         "NonCompliantCriticalCount": "integer", 
         "NonCompliantHighCount": "integer", 
         "NonCompliantInformationalCount": "integer", 
         "NonCompliantLowCount": "integer", 
         "NonCompliantMediumCount": "integer", 
         "NonCompliantUnspecifiedCount": "integer", 
         "OverallSeverity": "string", 
         "PatchBaselineId": "string", 
         "PatchGroup": "string", 
         "Status": "string" 
        } 
       } 
      }, 
      "AwsWafRateBasedRule (p. 211)": { 
       "MatchPredicates": [{ 
        "DataId": "string", 
        "Negated": "boolean", 
        "Type": "string" 
       }], 
       "MetricName": "string", 
       "Name": "string", 
       "RateKey": "string", 
       "RateLimit": "number", 
       "RuleId": "string" 
      }, 
      "AwsWafRegionalRateBasedRule (p. 211)": { 
       "MatchPredicates": [{ 
        "DataId": "string", 
        "Negated": "boolean", 
        "Type": "string" 
       }], 
       "MetricName": "string", 
       "Name": "string", 
       "RateKey": "string", 
       "RateLimit": "number", 
       "RuleId": "string" 
      }, 
      "AwsWafRegionalRule (p. 212)": { 
       "MetricName": "string", 
       "Name": "string", 
       "RuleId": "string", 
       "PredicateList": [{ 
           "DataId": "string", 
           "Negated": "boolean", 
           "Type": "string" 
       ]} 
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      }, 
      "AwsWafRegionalRuleGroup (p. 212)": { 
       "MetricName": "string", 
       "Name": "string", 
       "RuleGroupId": "string", 
       "Rules": [{ 
        "Action": { 
         "Type": "string" 
        }, 
        "Priority": "number", 
        "RuleId": "string", 
        "Type": "string" 
       }] 
      }, 
      "AwsWafRegionalWebAcl (p. 213)": { 
       "DefaultAction": "string", 
       "MetricName" : "string", 
       "Name": "string", 
       "RulesList" : [{ 
        "Action": { 
         "Type": "string" 
        }, 
        "Priority": "number", 
        "RuleId": "string", 
        "Type": "string", 
        "ExcludedRules": [{ 
         "ExclusionType": "string", 
         "RuleId": "string" 
        }], 
        "OverrideAction": { 
         "Type": "string" 
        } 
       }], 
       "WebAclId": "string" 
      }, 
      "AwsWafRule (p. 213)": { 
       "MetricName": "string", 
       "Name": "string", 
       "PredicateList": [{ 
        "DataId": "string", 
        "Negated": "boolean", 
        "Type": "string" 
       }], 
       "RuleId": "string" 
      }, 
      "AwsWafRuleGroup (p. 214)": { 
       "MetricName": "string", 
       "Name": "string", 
       "RuleGroupId": "string", 
       "Rules": [{ 
        "Action": { 
         "Type": "string" 
        }, 
        "Priority": "number", 
        "RuleId": "string", 
        "Type": "string" 
       }], 
      }, 
      "AwsWafv2RuleGroup (p. 214)": { 
       "Arn": "string", 
       "Capacity": "number", 
       "Description": "string", 
       "Id": "string", 
       "Name": "string", 
       "Rules": [{ 
        "Action": { 
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        "Allow": { 
         "CustomRequestHandling": { 
          "InsertHeaders": [ 
           { 
           "Name": "string", 
           "Value": "string" 
           }, 
           { 
           "Name": "string", 
           "Value": "string" 
           } 
          ] 
         } 
        } 
        }, 
        "Name": "string", 
        "Priority": "number", 
        "VisibilityConfig": { 
         "CloudWatchMetricsEnabled": "boolean", 
         "MetricName": "string", 
         "SampledRequestsEnabled": "boolean" 
        } 
       } 
       ] 
       "VisibilityConfig": { 
        "CloudWatchMetricsEnabled": "boolean", 
        "MetricName": "string", 
        "SampledRequestsEnabled": "boolean" 
       } 
      }, 
      "AwsWafWebAcl (p. 215)": { 
       "DefaultAction": "string", 
       "Name": "string", 
       "Rules": [{ 
        "Action": { 
         "Type": "string" 
        }, 
        "ExcludedRules": [{ 
         "RuleId": "string" 
        }], 
        "OverrideAction": { 
         "Type": "string" 
        }, 
        "Priority": "number", 
        "RuleId": "string", 
        "Type": "string" 
       }], 
       "WebAclId": "string" 
      }, 
      "AwsWafv2WebAcl (p. 215)": { 
       "Arn": "string", 
       "Capacity": "number", 
       "CaptchaConfig": { 
        "ImmunityTimeProperty": { 
         "ImmunityTime": "number" 
        } 
       }, 
       "DefaultAction": { 
        "Block": {} 
       }, 
       "Description": "string", 
       "ManagedbyFirewallManager": "boolean", 
       "Name": "string", 
       "Rules": [{ 
        "Action": { 
         "RuleAction": { 
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          "Block": {} 
         } 
        }, 
        "Name": "string", 
        "Priority": "number", 
        "VisibilityConfig": { 
         "SampledRequestsEnabled": "boolean", 
         "CloudWatchMetricsEnabled": "boolean", 
         "MetricName": "string" 
        } 
       }], 
       "VisibilityConfig": { 
        "SampledRequestsEnabled": "boolean", 
        "CloudWatchMetricsEnabled": "boolean", 
        "MetricName": "string" 
       } 
      }, 
      "AwsXrayEncryptionConfig (p. 216)": { 
       "KeyId": "string", 
       "Status": "string", 
       "Type": "string" 
      }, 
      "Container (p. 216)": { 
       "ContainerRuntime": "string", 
       "ImageId": "string", 
       "ImageName": "string", 
       "LaunchedAt": "string", 
       "Name": "string", 
       "Privileged": "boolean", 
       "VolumeMounts": [{ 
        "Name": "string", 
        "MountPath": "string" 
       }], 
      },  
      "Other (p. 217)": { 
       "string": "string" 
      }, 
      "Id": "string", 
      "Partition": "string", 
      "Region": "string", 
      "ResourceRole": "string", 
      "Tags": { 
       "string": "string" 
      }, 
      "Type": "string" 
     }], 
     "SchemaVersion": "string", 
     "Severity (p. 133)": { 
      "Label": "string", 
      "Normalized": "number", 
      "Original": "string", 
      "Product": "number" 
     }, 
     "Sample": "boolean", 
     "SourceUrl": "string", 
     "Threats (p. 145)": [{ 
      "FilePaths": [{ 
       "FileName": "string", 
       "FilePath": "string", 
       "Hash": "string", 
       "ResourceId": "string", 
      }], 
      "ItemCount": "number", 
      "Name": "string", 
      "Severity": "string" 
     }], 
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     "ThreatIntelIndicators (p. 145)": [{ 
      "Category": "string", 
      "LastObservedAt": "string", 
      "Source": "string", 
      "SourceUrl": "string", 
      "Type": "string", 
      "Value": "string" 
     }], 
     "Title": "string", 
     "Types": ["string"], 
     "UpdatedAt": "string", 
     "UserDefinedFields": { 
      "string": "string" 
     }, 
     "VerificationState": "string", 
     "Vulnerabilities (p. 146)": [{ 
      "Cvss": [{ 
       "Adjustments": [{ 
        "Metric": "string", 
        "Reason": "string" 
       }], 
       "BaseScore": "number", 
       "BaseVector": "string", 
       "Source": "string", 
       "Version": "string" 
      }], 
      "FixAvailable": "string", 
      "Id": "string", 
      "ReferenceUrls": ["string"], 
      "RelatedVulnerabilities": ["string"], 
      "Vendor": { 
       "Name": "string", 
       "Url": "string", 
       "VendorCreatedAt": "string", 
       "VendorSeverity": "string", 
       "VendorUpdatedAt": "string" 
      }, 
      "VulnerablePackages": [{ 
       "Architecture": "string", 
       "Epoch": "string", 
       "FilePath": "string", 
       "FixedInVersion": "string", 
       "Name": "string", 
       "PackageManager": "string", 
       "Release": "string", 
       "Remediation": "string", 
       "SourceLayerArn": "string", 
       "SourceLayerHash": "string", 
       "Version": "string" 
      }] 
     }], 
     "Workflow (p. 147)": { 
      "Status": "string" 
     }, 
     "WorkflowState": "string" 
    }
]

ASFF の例
以下のセクションには、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の必須属性とオプション属性に加えて、その 
ASFF がサポートする各リソースの例が含まれています。

トピック
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• 必須属性 (p. 131)
• オプションの最上位属性 (p. 137)
• Resources (p. 147)

必須属性
次の属性は、Security Hub の全ての結果に必須です。これらの必須属性の詳細については、AWS Security 
Hub API リファレンスの「AwsSecurityFinding」を参照してください。

AwsAccountId
結果が適用される AWS アカウント ID。

例

"AwsAccountId": "111111111111"

CreatedAt
結果によってキャプチャされた潜在的なセキュリティ問題がいつ作成されたかを示します。

例

"CreatedAt": "2017-03-22T13:22:13.933Z"

Note

Security Hub では、結果は、最新の更新から 90 日後、または更新が行われない場合は作成日から 
90 日後に削除されます。結果を90 日間以上保存するには、結果を S3 バケットにルーティングす
るルールを Amazon EventBridge で設定することができます。

説明
結果の説明。このフィールドには、固有ではない定型テキスト、または結果のインスタンスに固有の詳細
を指定できます。

例

"Description": "The version of openssl found on instance i-abcd1234 is known to contain a 
 vulnerability."

GeneratorId
結果を生成したソリューションに固有のコンポーネント (個別のロジック単位) の識別子。

例

"GeneratorId": "acme-vuln-9ab348"

ID
結果の製品に固有の識別子。

例

"Id": "us-west-2/111111111111/98aebb2207407c87f51e89943f12b1ef"
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ProductArn

サードパーティーの検出製品が Security Hub に登録された後に、その製品を一意に識別するための 
Security Hub によって生成された Amazon リソースネーム (ARN)。

このフィールドの形式は arn:partition:securityhub:region:account-id:product/company-
id/product-id です。

• Security Hub と統合されている AWS サービスの場合、company-id は「aws」である必要があ
り、product-id は AWS パブリックサービス名である必要があります。AWS 製品およびサービス
はアカウントに関連付けられていないため、ARN の account-id セクションは空になります。まだ 
Security Hub と統合されていない AWS サービスは、サードパーティー製品と見なされます。

• パブリック製品の場合、company-id および product-id は登録時に指定された ID 値である必要があ
ります。

• プライベート製品の場合、company-id はアカウント ID である必要があります。product-id は、予
約語の "default"、または登録時に指定された ID である必要があります。

例

// Private ARN 
    "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:111111111111:product/111111111111/default"

// Public ARN 

    "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/guardduty" 
    "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2:222222222222:product/generico/secure-pro"

リソース

Resources (p. 147) オブジェクトは、結果が参照する AWS リソースについて記述するリソースデータ
タイプのセットを提供します。

例

"Resources": [ 
  { 
 "Type": "AwsEc2Instance", 
 "Id": "arn:aws:ec2:us-west-2:111122223333:instance/i-1234567890abcdef0", 
 "Partition": "aws", 
 "Region": "us-west-2", 
 "ResourceRole": "Target", 
 "Tags": { 
  "billingCode": "Lotus-1-2-3", 
  "needsPatching": true 
 }, 
 "Details": { 
  "IamInstanceProfileArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IamInstanceProfileArn", 
  "ImageId": "ami-79fd7eee", 
  "IpV4Addresses": ["1.1.1.1"], 
  "IpV6Addresses": ["2001:db8:1234:1a2b::123"], 
  "KeyName": "testkey", 
  "LaunchedAt": "2018-09-29T01:25:54Z", 
  "MetadataOptions": { 
   "HttpEndpoint": "enabled", 
   "HttpProtocolIpv6": "enabled", 
   "HttpPutResponseHopLimit": 1, 
   "HttpTokens": "optional", 
   "InstanceMetadataTags": "disabled" 
  } 
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 }, 
  "NetworkInterfaces": [ 
  { 
   "NetworkInterfaceId": "eni-e5aa89a3" 
  } 
  ], 
  "SubnetId": "PublicSubnet", 
  "Type": "i3.xlarge", 
  "VirtualizationType": "hvm", 
  "VpcId": "TestVPCIpv6" 
 }

]

SchemaVersion

結果に使用されている形式のスキーマバージョン。このフィールドの値は、AWS で識別される正式公開
バージョンの 1 つである必要があります。現在のリリースでは、AWS Security Finding 形式スキーマの
バージョンは 2018-10-08 です。

例

"SchemaVersion": "2018-10-08"

重要度

結果の重要性を定義します。このオブジェクトの詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「Severity」を参照してください。

重要度を指定するには、結果には、Label または Normalized フィールドが入力されている必要があり
ます。優先される属性は Label です。どちらの属性も含まれていない場合、結果は有効ではありません。

重要度情報を提供するには、BatchImportFindings API リクエストを行うときに結果プロバイダー
が FindingProviderFields の下にある Severity オブジェクトを使用する必要があります。新しい
結果に対する BatchImportFindings リクエストが  Label または Normalized のみを提供する場
合、Security Hub は他のフィールドの値を自動的に入力します。

結果の Severity オブジェクトの値は、BatchUpdateFindings API オペレーションによってのみ更新
してください。

結果の重要度には、関連するアセットまたは基になるリソースの重要度は考慮されません。重要度は、結
果に関連付けられたリソースの重要度のレベルとして定義されます。例えば、ミッションクリティカルな
アプリケーションに関連付けられているリソースは、非本番稼働用テストに関連付けられたリソースより
重大度が高くなります。リソースの重要度に関する情報をキャプチャするには、Criticality フィール
ドを使用します。

結果のネイティブ重要度スコアを ASFF の Severity.Label の値に変換する際には、以下のガイダンス
を使用することを推奨します。

• INFORMATIONAL – このカテゴリには、PASSED、WARNING、NOT AVAILABLE チェック、または機密
データの ID が含まれる場合があります。

• LOW — 将来の侵害につながる可能性のある結果。例えば、このカテゴリには、脆弱性、設定の弱点、公
開されたパスワードなどが含まれる場合があります。

• MEDIUM – 現在進行中の侵害を示していても、攻撃者が目標を達成した兆候が見られない結果。例え
ば、このカテゴリには、マルウェアアクティビティ、ハッキングアクティビティ、異常な動作の検出な
どが含まれます。

• HIGH または CRITICAL – 実際のデータ損失、漏洩、サービス拒否など、攻撃者が目標を達成したこと
を示す結果。
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例

"Severity": { 
    "Label": "CRITICAL", 
    "Original": "8.3" 
    }

[Title] (タイトル)
結果のタイトル。このフィールドには、固有ではない定型テキスト、または結果のインスタンスに固有の
詳細を指定できます。

例

"Title": "S3.13 S3 buckets should have lifecycle policies configured"

型
namespace/category/classifier の形式の 1 つ以上の結果タイプで、結果を分類します。名前空
間、分類子、およびカテゴリの一覧については、「ASFF の Types 分類 (p. 135)」を参照してくださ
い。

Types は、BatchUpdateFindings のみを使用して更新する必要があります。

結果プロバイダーが Types に値を提供する場合は、FindingProviderFields にある Types 属性を使
用する必要があります。

例

"Types": [ 
    "Software and Configuration Checks/Vulnerabilities/CVE" 
    ]

UpdatedAt
結果プロバイダーが最後に結果レコードを更新した日時を示します。

このタイムスタンプは、結果レコードが最後または最も最近に更新された時刻を反映しています。した
がって、イベントまたは脆弱性が最後または最も最近に検出された日時を反映する LastObservedAt タ
イムスタンプとは異なる可能性があります。

結果レコードを更新する際には、このタイムスタンプを現在のタイムスタンプに更新する必要がありま
す。結果レコードの作成時には、CreatedAt と UpdatedAt のタイムスタンプが同じである必要があり
ます。結果レコードを更新した後は、このフィールドの値が、そのレコードに含まれる以前のすべての値
よりも最近の値になる必要があります。

UpdatedAt は BatchUpdateFindings API オペレーションを使用して更新できません。これは
BatchImportFindings を使用してのみ更新できます。

例

"UpdatedAt": "2017-04-22T13:22:13.933Z"

Note

Security Hub では、結果は、最新の更新から 90 日後、または更新が行われない場合は作成日から 
90 日後に削除されます。結果を90 日間以上保存するには、結果を S3 バケットにルーティングす
るルールを Amazon EventBridge で設定することができます。
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ASFF の Types 分類

Types パスの最初の 3 つのレベルについて説明します。このリストでは、最上位の項目は名前空間、2 番
目のレベルの項目はカテゴリ、3 番目のレベルの項目は分類子です。検索プロバイダーでは、定義済みの
名前空間を使用して、結果の並べ替えおよびグループ化を行うことが推奨されます。定義済みのカテゴリ
および分類子を使用することが推奨される場合もありますが、必須ではありません。分類子は Software 
and Configuration Checks 名前空間のみで定義されています。

• 名前空間
• カテゴリ

• 分類子

結果の提供元は、名前空間/カテゴリ/分類子の部分パスを定義することができます。例えば、以下の結果タ
イプはすべて有効です。

• TTP
• TTP/防衛回避
• TTP/防衛回避/CloudTrailStopped

次のリストの tactics、techniques、procedures (TTP) カテゴリは、MITRE ATT&CK MatrixTM に対応して
います。Unusual Behaviors (異常動作) は一般的な異常動作 (統計異常など) を反映しており、特定の TTP 
とは一致しません。ただし、Unusual Behaviors と TTP の、両方の結果タイプで結果を分類することは可
能です。

• ソフトウェアおよび設定チェック
• 脆弱性

• CVE
• AWS セキュリティのベストプラクティス

• ネットワーク到達可能性
• ランタイム動作分析

• 業界および規制の基準
• AWS Foundational Security Best Practices
• CIS Host Hardening Benchmark
• CIS AWS Foundations Benchmark
• PCI-DSS
• クラウドセキュリティアライアンス規制
• ISO 90001 規制
• ISO 27001 規制
• ISO 27017 規制
• ISO 27018 規制
• SOC 1
• SOC 2
• HIPAA 規制 (米国)
• NIST 800-53 規制 (米国)
• NIST CSF 規制 (米国)
• IRAP 規制 (オーストラリア)
• K-ISMS 規制 (韓国)
• MTCS 規制 (シンガポール)
• FISC安全対策基準 (日本) 135
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• マイナンバー法 (日本)
• ENS 規制 (スペイン)
• Cyber Essentials Plus 規制 (英国)
• G-Cloud 規制 (英国)
• C5 規制 (ドイツ)
• IT-Grundschutz 規制 (ドイツ)
• GDPR 規制 (ヨーロッパ)
• TISAX 規制 (ヨーロッパ)

• パッチ管理
• TTP

• 初回アクセス
• 実行
• 永続的
• 権限昇格
• 防衛回避
• 認証情報アクセス
• 発見
• 横方向への移動
• 収集
• コマンドアンドコントロール

• 効果
• データ流出
• データ漏えい
• データ破壊
• サービス拒否
• リソース消費

• 異常な動作
• アプリケーション
• ネットワークフロー
• IP アドレス
• ユーザー
• VM
• コンテナ
• サーバーレス
• プロセス
• データベース
• データ

• 機密データの識別
• PII
• パスワード
• リーガル
• 金融
• セキュリティ
• ビジネス
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オプションの最上位属性
これらの最上位属性は AWS Security Finding 形式ではオプションです。これらの属性の詳細について
は、AWS Security Hub API リファレンスの「AwsSecurityFinding」を参照してください。

アクション

Action オブジェクトは、リソースに影響する、またはリソースに対して実行されたアクションの詳細を
提供します。

例

"Action": { 
    "ActionType": "PORT_PROBE", 
    "PortProbeAction": { 
        "PortProbeDetails": [ 
            { 
                "LocalPortDetails": { 
                    "Port": 80, 
                    "PortName": "HTTP" 
                  }, 
                "LocalIpDetails": { 
                     "IpAddressV4": "192.0.2.0" 
                 }, 
                "RemoteIpDetails": { 
                    "Country": { 
                        "CountryName": "Example Country" 
                    }, 
                    "City": { 
                        "CityName": "Example City" 
                    }, 
                   "GeoLocation": { 
                       "Lon": 0, 
                       "Lat": 0 
                   }, 
                   "Organization": { 
                       "AsnOrg": "ExampleASO", 
                       "Org": "ExampleOrg", 
                       "Isp": "ExampleISP", 
                       "Asn": 64496 
                   } 
                } 
            } 
        ], 
        "Blocked": false 
    }
}

CompanyName

結果を生成した製品の会社の名前。コントロールベースの結果の場合、会社は AWS になります。

Security Hub は、各結果に対してこの属性を自動的に入力します。BatchImportFindings または
BatchUpdateFindings を使用して更新することはできません。カスタム統合を使用している場合は例
外です。「the section called “カスタム製品統合の使用” (p. 270)」を参照してください。

Security Hub コンソールを使用して会社名で結果をフィルターする場合、この属性を使用します。Security 
Hub API を使用して会社名で結果をフィルターする場合は、ProductFields の下にある aws/
securityhub/CompanyName 属性を使用します。Security Hub は、これら 2 つの属性を同期しません。

例
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"CompanyName": "AWS"

のコンプライアンス

Compliance オブジェクトは、コントロールに関連する結果の詳細を提供します。この属性は Security 
Hub コントロールから生成された検出結果、および AWS Config が Security Hub コントロールに送信した
検出結果に対して返されます。

例

"Compliance": { 
    "AssociatedStandards": [ 
       {"StandardsId": "standards/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0"}, 
       {"StandardsId": "standards/pci-dss/v/3.2.1"}, 
       {"StandardsId": "ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0"}, 
       {"StandardsId": "standards/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0"}, 
       {"StandardsId": "standards/service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0"} 
    ], 
    "RelatedRequirements": [ 
       "PCI DSS v3.2.1/3.4", 
       "CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/2.7", 
       "CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/3.7" 
    ], 
    "SecurityControlId": "CloudTrail.2", 
    "Status": "PASSED", 
    "StatusReasons": [ 
        { 
            "ReasonCode": "CLOUDWATCH_ALARMS_NOT_PRESENT", 
            "Description": "CloudWatch alarms do not exist in the account" 
        } 
    ]
}

信頼度

特定することが想定されている挙動または問題を、結果が正確に特定できる可能性。

Confidence は、BatchUpdateFindings のみを使用して更新する必要があります。

結果プロバイダーが Confidence に値を提供する場合は、FindingProviderFields にある
Confidence 属性を使用する必要があります。「the section called “FindingProviderFields を使用す
る” (p. 70)」を参照してください。

Confidence は、比率スケールを使用して 0～100 ベースで採点されます。0 は 0% の信頼度を意味
し、100 は 100% の信頼度を意味します。例えば、ネットワークトラフィックの統計的偏差に基づくデー
タの不正引き出しは、実際の不正引き出しが確認されていないため、信頼性が低くなります。

例

"Confidence": 42

緊急性

結果に関連付けられているリソースに割り当てられている重要度です。

Criticality は、BatchUpdateFindings API オペレーションを呼び出すことによってのみ更新してく
ださい。このオブジェクトは BatchImportFindings で更新しないでください。
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結果プロバイダーが Criticality に値を提供する場合は、FindingProviderFields にある
Criticality 属性を使用する必要があります。「the section called “FindingProviderFields を使用す
る” (p. 70)」を参照してください。

Criticality は、比率スケールを使用して 0～100 ベースで採点され、完全な整数のみをサポートして
います。スコア 0 は、基になるリソースに重要性がないことを示しており、スコア 100 は最も重要なリ
ソース用に予約されています。

各リソースに対して、Criticality を割り当てる際に以下の点を考慮してください。

• 影響を受けたリソースに機密データ (PII が含まれる S3 バケットなど) が含まれていないか?
• 影響を受けたリソースにより、攻撃者はアクセスレベルを深めたり、能力を広げて悪意のあるアクティ

ビティ (sysadmin アカウントへの侵害など) をさらに実行したりすることができるか?
• 当該のリソースは、ビジネスクリティカルなアセット (例えば、侵害された場合、収益に大きな影響を

与える可能性がある主要なビジネスシステム) なのか？

ガイドラインは次の通りです。

• ミッションクリティカルなシステムに電力を供給するリソースや、機密性の高いデータが含まれるリ
ソースは、75～100 の範囲で採点することができます。

• 重要な (クリティカルではない) システムに電力を供給しているリソースや、やや重要なデータを含むリ
ソースは、25～74 の範囲で採点することができます。

• 重要でないシステムに電力を供給しているリソースや、機密でないデータを含むリソースは、0～24 の
範囲で採点する必要があります。

例

"Criticality": 99

FindingProviderFields

FindingProviderFields には次の属性が含まれます。

• Confidence
• Criticality
• RelatedFindings
• Severity
• Types

FindingProviderFields は、BatchImportFindings API オペレーションを使用することによって更
新できます。これは BatchUpdateFindings で更新することはできません。

Security Hub が BatchImportFindings から FindingProviderFields および対応する最上位属
性への更新を処理する方法についての詳細は、「the section called “FindingProviderFields を使用す
る” (p. 70)」を参照してください。

例

"FindingProviderFields": { 
    "Confidence": 42, 
    "Criticality": 99, 
    "RelatedFindings":[ 
      {  
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        "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/guardduty",  
        "Id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000"  
      } 
    ], 
    "Severity": { 
        "Label": "MEDIUM",  
        "Original": "MEDIUM" 
    }, 
    "Types": [ "Software and Configuration Checks/Vulnerabilities/CVE" ]
}

FirstObservedAt

結果によってキャプチャされた潜在的なセキュリティ問題が最初に検出された時期を示します。

このタイムスタンプは、イベントまたは脆弱性が最初に検出された時刻を反映しています。したがって、
この結果記録が作成された時間を反映する CreatedAt タイムスタンプとは異なる可能性があります。

このタイムスタンプは、結果記録が次に更新されるまでイミュータブルである必要がありますが、より正
確なタイムスタンプがあると判別された場合は更新できます。

例

"FirstObservedAt": "2017-03-22T13:22:13.933Z"

LastObservedAt

結果でキャプチャされた潜在的なセキュリティ上の問題が、セキュリティ検出製品によって最後に検出さ
れた日時を示します。

このタイムスタンプは、イベントまたは脆弱性が最後にまたは最近検出された時刻を反映します。
したがって、これはこの結果記録が最後に更新された日時または最近更新された日時が反映される
UpdatedAt タイムスタンプとは異なる可能性があります。

このタイムスタンプを提供することもできますが、最初の観測時には必要ありません。最初の観測時にこ
のフィールドを指定する場合は、タイムスタンプが FirstObservedAt タイムスタンプと同じである必要
があります。結果が観測されるたびに、最後に検出されたタイムスタンプを反映するようにこのフィール
ドを更新する必要があります。

例

"LastObservedAt": "2017-03-23T13:22:13.933Z"

Malware

Malware オブジェクトは、検出結果に関連するマルウェアのリストを提供します。

例

"Malware": [ 
    { 
        "Name": "Stringler", 
        "Type": "COIN_MINER", 
        "Path": "/usr/sbin/stringler", 
        "State": "OBSERVED" 
    }
]
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Network (廃止)

Network オブジェクトは、結果に関するネットワーク関連情報を提供します。

このオブジェクトは廃止されました。このデータを提供するには、Resources 内のリソースにデータを
マッピングするか、Action オブジェクトを使用できます。

例

"Network": { 
    "Direction": "IN", 
    "OpenPortRange": { 
        "Begin": 443, 
        "End": 443 
    }, 
    "Protocol": "TCP", 
    "SourceIpV4": "1.2.3.4", 
    "SourceIpV6": "FE80:CD00:0000:0CDE:1257:0000:211E:729C", 
    "SourcePort": "42", 
    "SourceDomain": "example1.com", 
    "SourceMac": "00:0d:83:b1:c0:8e", 
    "DestinationIpV4": "2.3.4.5", 
    "DestinationIpV6": "FE80:CD00:0000:0CDE:1257:0000:211E:729C", 
    "DestinationPort": "80", 
    "DestinationDomain": "example2.com"
}

NetworkPath

NetworkPath オブジェクトは、結果に関連するネットワークパスに関する情報を提供しま
す。NetworkPath 内の各エントリは、パスのコンポーネントを表しています。

例

"NetworkPath" : [ 
    { 
        "ComponentId": "abc-01a234bc56d8901ee", 
        "ComponentType": "AWS::EC2::InternetGateway", 
        "Egress": { 
            "Destination": { 
                "Address": [ "192.0.2.0/24" ], 
                "PortRanges": [ 
                    { 
                        "Begin": 443, 
                        "End": 443 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Protocol": "TCP", 
            "Source": { 
                "Address": ["203.0.113.0/24"] 
            } 
        }, 
        "Ingress": { 
            "Destination": { 
                "Address": [ "198.51.100.0/24" ], 
                "PortRanges": [ 
                    { 
                        "Begin": 443, 
                        "End": 443 
                    } 
                 ] 
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            }, 
            "Protocol": "TCP", 
            "Source": { 
                "Address": [ "203.0.113.0/24" ] 
            } 
        } 
     }
]

注意

Note オブジェクトは、結果に追加できるユーザー定義のメモを指定します。

結果プロバイダーは、結果に対しる最初のメモは提供できますが、それ以降にメモを追加することはでき
ません。メモは BatchUpdateFindings を使用してのみ更新できます。

例

"Note": { 
    "Text": "Don't forget to check under the mat.", 
    "UpdatedBy": "jsmith", 
    "UpdatedAt": "2018-08-31T00:15:09Z"
}

PatchSummary

PatchSummary オブジェクトは、選択したコンプライアンス標準に対するインスタンスのパッチコンプラ
イアンス状態についての概要を提供します。

例

"PatchSummary" : { 
    "FailedCount" : 0, 
    "Id" : "pb-123456789098", 
    "InstalledCount" : 100, 
    "InstalledOtherCount" : 1023, 
    "InstalledPendingReboot" : 0, 
    "InstalledRejectedCount" : 0, 
    "MissingCount" : 100, 
    "Operation" : "Install", 
    "OperationEndTime" : "2018-09-27T23:39:31Z", 
    "OperationStartTime" : "2018-09-27T23:37:31Z", 
    "RebootOption" : "RebootIfNeeded"
}

プロセス

Process オブジェクトは、結果に関するプロセス関連の詳細を提供します。

例:

"Process": { 
    "LaunchedAt": "2018-09-27T22:37:31Z", 
    "Name": "syslogd", 
    "ParentPid": 56789, 
    "Path": "/usr/sbin/syslogd", 
    "Pid": 12345, 
    "TerminatedAt": "2018-09-27T23:37:31Z"
}
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ProductFields
定義済みの AWS Security Finding 形式の一部ではないソリューションに固有の詳細をセキュリティ検出製
品に追加で含めることができるデータ型です。

Security Hub コントロールによって生成された結果の場合、ProductFields にコントロールに関する情
報が含まれています。「the section called “コントロールの結果を生成および更新する” (p. 338)」を参照
してください。

このフィールドには冗長データを含めないでください。また、AWS Security Finding 形式フィールドと競
合するデータを含めることはできません。

プレフィックス「aws/」は、AWS 製品およびサービス専用の予約された名前空間を表します。このプレ
フィックスを、サードパーティー製品からの結果とともに送信しないでください。

必須ではありませんが、製品はフィールド名を company-id/product-id/field-name のフォーマッ
トにすることが推奨されます。ここにある、company-id と product-id は、結果の ProductArn にあ
るものと一致します。

参照するフィールド Archival は、Security Hub が既存の結果をアーカイブするときに使用されます。例
えば、コントロールまたは標準を無効にしたり、統合統制結果 (p. 276)を有効または無効にしたりする
と、Security Hub は既存の結果をアーカイブします。

このフィールドには、検出結果を生成したコントロールを含む標準に関する情報が含まれる場合もありま
す。

例

"ProductFields": { 
    "API", "DeleteTrail", 
    "ArchivalReasons:0/Description": "The finding is in an ARCHIVED state because 
 consolidated control findings has been turned on or off. This causes findings in the 
 previous state to be archived when new findings are being generated.", 
    "ArchivalReasons:0/ReasonCode": "CONSOLIDATED_CONTROL_FINDINGS_UPDATE", 
    "aws/inspector/AssessmentTargetName": "My prod env", 
    "aws/inspector/AssessmentTemplateName": "My daily CVE assessment", 
    "aws/inspector/RulesPackageName": "Common Vulnerabilities and Exposures", 
    "generico/secure-pro/Action.Type", "AWS_API_CALL", 
    "generico/secure-pro/Count": "6", 
    "Service_Name": "cloudtrail.amazonaws.com"
}

ProductName
結果を生成した製品の名前を提供します。コントロールベースの結果の場合、製品名は Security Hub にな
ります。

Security Hub は、各結果に対してこの属性を自動的に入力します。BatchImportFindings または
BatchUpdateFindings を使用して更新することはできません。カスタム統合を使用している場合は例
外です。「the section called “カスタム製品統合の使用” (p. 270)」を参照してください。

Security Hub コンソールを使用して製品名で結果をフィルタリングする場合は、この属性を使用します。

Security Hub API を使用して製品名で結果をフィルタリングする場合は、ProductFields の aws/
securityhub/ProductName 属性を使用します。

Security Hub は、これら 2 つの属性を同期しません。

RecordState
結果のレコード状態を提供します。
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デフォルトでは、サービスによって最初に生成されたときの結果は ACTIVE と見なされます。

ARCHIVED 状態は、結果がビューで非表示になるべきであることを示します。アーカイブされた結果はす
ぐに削除されません。検索やレビュー、レポートを行うことができます。関連付けられたリソースが削除
された場合、リソースが存在しない場合、またはコントロールが無効になっている場合、Security Hub で
コントロールベースの結果が自動的にアーカイブされます。

RecordState は結果プロバイダー専用であり、BatchImportFindings によってのみ更新できます。こ
れは BatchUpdateFindings を使用して更新することはできません。

結果に対する調査状態を追跡する場合は、RecordState ではなく Workflow (p. 147) を使用してくだ
さい。

レコードの状態が ARCHIVED から ACTIVE に変更され、結果のワークフローステータスが NOTIFIED ま
たは RESOLVED の場合、Security Hub はワークフローステータスを自動的に NEW に設定します。

例

"RecordState": "ACTIVE"

リージョン
結果が生成された AWS リージョンを指定します。

Security Hub は、各結果に対してこの属性を自動的に入力します。BatchImportFindings または
BatchUpdateFindings を使用して更新することはできません。

例

"Region": "us-west-2"

RelatedFindings
現在の結果に関連する結果のリストを提供します。

RelatedFindings は、BatchUpdateFindings API オペレーションでのみ更新してください。このオ
ブジェクトは BatchImportFindings で更新しないでください。

BatchImportFindings リクエストの場合、結果プロバイダーは FindingProviderFields (p. 139)
の RelatedFindings オブジェクトを使用する必要があります。

RelatedFindings 属性の詳細については、AWS Security Hub APIリファレンスの
「RelatedFinding」を参照してください。

例

"RelatedFindings": [ 
    { "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/guardduty",  
      "Id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000" }, 
    { "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/guardduty",  
      "Id": "AcmeNerfHerder-111111111111-x189dx7824" }
]

修正
Remediation オブジェクトは、結果に対処するために推奨される修復ステップに関する情報を提供しま
す。

例
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"Remediation": { 
    "Recommendation": { 
        "Text": "Run sudo yum update and cross your fingers and toes.", 
        "Url": "http://myfp.com/recommendations/dangerous_things_and_how_to_fix_them.html" 
    }
}

サンプル
結果がサンプルの結果かどうかを指定します。

"Sample": true

SourceUrl
SourceUrl オブジェクトは、検出製品内の現在の結果に関するページにリンクする URL を提供します。

"SourceUrl": "http://sourceurl.com"

ThreatIntelIndicators
ThreatIntelIndicator オブジェクトは、結果に関連する脅威インテリジェンスの詳細を提供します。

例

"ThreatIntelIndicators": [ 
  { 
    "Category": "BACKDOOR", 
    "LastObservedAt": "2018-09-27T23:37:31Z", 
    "Source": "Threat Intel Weekly", 
    "SourceUrl": "http://threatintelweekly.org/backdoors/8888", 
    "Type": "IPV4_ADDRESS", 
    "Value": "8.8.8.8", 
  }
]

脅威
Threats オブジェクトは、結果によって検出された脅威の詳細を表示します。

例

"Threats": [{ 
    "FilePaths": [{ 
        "FileName": "b.txt", 
        "FilePath": "/tmp/b.txt", 
        "Hash": "sha256", 
        "ResourceId": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:volume/vol-032f3bdd89aee112f" 
    }], 
    "ItemCount": 3, 
    "Name": "Iot.linux.mirai.vwisi", 
    "Severity": "HIGH"
}]

UserDefinedFields
結果に関連付けられている名前と値の文字列ペアのリストを提供します。結果に追加されるカスタムの
ユーザー定義フィールドです。これらのフィールドは、特定の設定で自動生成されることがあります。
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結果プロバイダーでは、このフィールドを製品で生成されるデータに使用しないでください。代わりに、
結果プロバイダーでは ProductFields フィールドを、標準の AWS Security Finding 形式フィールドに
マッピングされいないデータに使用できます。

これらのフィールドは、BatchUpdateFindings を使用してのみ更新できます。

例

"UserDefinedFields": { 
    "reviewedByCio": "true", 
    "comeBackToLater": "Check this again on Monday"
}

VerificationState

結果の正確性を提供します。結果プロバイダーは、このフィールドに値 UNKNOWN を設定できます。検出
製品のシステムに意味のあるアナログが存在する場合、検出製品はこの値を提供する必要があります。こ
のフィールドは一般的に、結果調査後のユーザーの決定またはアクションに従って入力されます。

結果プロバイダーはこの属性の初期値を提供できますが、それ以降は更新できません。この属性
は、BatchUpdateFindings を使用してのみ更新できます。

"VerificationState": "Confirmed"

脆弱性

Vulnerabilities オブジェクトは、結果に関連付けられている脆弱性のリストを提供します。

例

"Vulnerabilities" : [ 
    { 
        "Cvss": [ 
            { 
                "BaseScore": 4.7, 
                "BaseVector": "AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N", 
                "Version": "V3" 
            }, 
            { 
                "BaseScore": 4.7, 
                "BaseVector": "AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:N/A:N", 
                "Version": "V2" 
            } 
        ], 
        "FixAvailable": "YES", 
        "Id": "CVE-2020-12345", 
        "ReferenceUrls":[ 
           "http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-12418", 
            "http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-17563" 
        ], 
        "RelatedVulnerabilities": ["CVE-2020-12345"], 
        "Vendor": { 
            "Name": "Alas", 
            "Url":"https://alas.aws.amazon.com/ALAS-2020-1337.html", 
            "VendorCreatedAt":"2020-01-16T00:01:43Z", 
            "VendorSeverity":"Medium", 
            "VendorUpdatedAt":"2020-01-16T00:01:43Z" 
        }, 
        "VulnerablePackages": [ 
            { 
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                "Architecture": "x86_64", 
                "Epoch": "1", 
                "FilePath": "/tmp", 
                "FixedInVersion": "0.14.0", 
                "Name": "openssl", 
                "PackageManager": "OS", 
                "Release": "16.amzn2.0.3", 
                "Remediation": "Update aws-crt to 0.14.0", 
                "SourceLayerArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:layer:id", 
                "SourceLayerHash": 
 "sha256:c1962c35b63a6ff6ce7df6e042ee82371a605ca9515569edec46ff14f926f001", 
                "Version": "1.0.2k" 
            } 
        ] 
    }
]

ワークフロー

Workflow オブジェクトは、結果の調査ステータスに関する情報を提供します。

このフィールドは、お客様が修復、オーケストレーション、チケット発行ツールで使用することを目的と
しています。結果の提供元を見つけるためのものではありません。

Workflow フィールドは BatchUpdateFindings でのみ更新できます。お客様は、コンソールから更新
することもできます。「the section called “結果のワークフローステータスを設定する” (p. 81)」を参照
してください。

例

"Workflow": { 
    "Status": "NEW"
}

WorkflowState (廃止)

このオブジェクトは廃止され、Workflow オブジェクトの Status フィールドによって置き換えられてい
ます。

このフィールドは、結果のワークフローステータスを提供します。検出製品は、このフィールドに値 NEW
を設定できます。検出製品のシステムに意味のあるアナログが存在する場合、検出製品はこの値を提供す
ることができます。

例

"WorkflowState": "NEW"

Resources
Resources オブジェクトは、結果に関連するリソースについての情報を提供します。

最大 32 個のリソースからなるオブジェクト配列が含まれます。

例

"Resources": [ 
  { 
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    "Type": "AwsEc2Instance", 
    "Id": "arn:aws:ec2:us-west-2:111122223333:instance/i-1234567890abcdef0", 
    "Partition": "aws", 
    "Region": "us-west-2", 
    "ResourceRole": "Target", 
    "Tags": { 
        "billingCode": "Lotus-1-2-3", 
        "needsPatching": "true" 
    }, 
    "Details": { 
        "AwsEc2Instance": { 
            "IamInstanceProfileArn": "string", 
            "ImageId": "string", 
            "IpV4Addresses": [ "string" ], 
            "IpV6Addresses": [ "string" ], 
            "KeyName": "string", 
            "LaunchedAt": "string", 
            "NetworkInterfaces": [ 
             { 
                "NetworkInterfaceId": "string" 
             } 
            ], 
            "SubnetId": "string", 
            "Type": "string", 
            "VpcId": "string" 
        } 
    } 
  }
]

トピック
• リソース属性 (p. 149)
• AwsApiGateway (p. 153)
• AwsAutoScaling (p. 156)
• AwsBackup (p. 158)
• AwsCertificateManager (p. 161)
• AwsCloudFormation (p. 162)
• AwsCloudFront (p. 163)
• AwsCloudTrail (p. 164)
• AwsCloudWatch (p. 165)
• AwsCodeBuild (p. 166)
• AwsDynamoDB (p. 167)
• AwsEc2 (p. 169)
• AwsEcr (p. 177)
• AwsEcs (p. 178)
• AwsEfs (p. 182)
• AwsEks (p. 182)
• AwsElasticBeanstalk (p. 183)
• AwsElasticSearch (p. 184)
• AwsElb (p. 185)
• AwsIam (p. 188)
• AwsKinesis (p. 191)
• AwsKms (p. 191)
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• AwsLambda (p. 192)
• AwsNetworkFirewall (p. 193)
• AwsOpenSearchService (p. 196)
• AwsRds (p. 197)
• AwsRedshift (p. 203)
• AwsS3 (p. 206)
• AwsSageMaker (p. 208)
• AwsSecretsManager (p. 209)
• AwsSns (p. 209)
• AwsSqs (p. 210)
• AwsSsm (p. 210)
• AwsWaf (p. 211)
• AwsXray (p. 216)
• Container (p. 216)
• Other (p. 217)

リソース属性

ここでは、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の Resources オブジェクトの説明と例を示しま
す。Resources オブジェクトの属性を表示するには、AWS Security Hub API リファレンスの
「Resource」を参照してください。

DataClassification

DataClassification フィールドは、リソースで検出された機密データに関する情報を提供します。

例

"DataClassification": { 
    "DetailedResultsLocation": "Path_to_Folder_Or_File", 
    "Result": { 
        "MimeType": "text/plain", 
        "SizeClassified": 2966026, 
        "AdditionalOccurrences": false, 
        "Status": { 
            "Code": "COMPLETE", 
            "Reason": "Unsupportedfield" 
        }, 
       "SensitiveData": [ 
            { 
                "Category": "PERSONAL_INFORMATION", 
                "Detections": [ 
                    { 
                        "Count": 34, 
                        "Type": "GE_PERSONAL_ID", 
                        "Occurrences": { 
                            "LineRanges": [ 
                                { 
                                    "Start": 1, 
                                    "End": 10, 
                                    "StartColumn": 20 
                                } 
                            ], 
                            "Pages": [], 
                            "Records": [], 
                            "Cells": [] 
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                        } 
                    }, 
                    { 
                        "Count": 59, 
                        "Type": "EMAIL_ADDRESS", 
                        "Occurrences": { 
                            "Pages": [ 
                                { 
                                    "PageNumber": 1, 
                                    "OffsetRange": { 
                                        "Start": 1, 
                                        "End": 100, 
                                        "StartColumn": 10 
                                     }, 
                                    "LineRange": { 
                                        "Start": 1, 
                                        "End": 100, 
                                        "StartColumn": 10 
                                    } 
                                } 
                            ] 
                        } 
                    }, 
                    { 
                        "Count": 2229, 
                        "Type": "URL", 
                        "Occurrences": { 
                           "LineRanges": [ 
                               { 
                                   "Start": 1, 
                                   "End": 13 
                               } 
                           ] 
                       } 
                   }, 
                   { 
                       "Count": 13826, 
                       "Type": "NameDetection", 
                       "Occurrences": { 
                            "Records": [ 
                                { 
                                    "RecordIndex": 1, 
                                    "JsonPath": "$.ssn.value" 
                                } 
                            ] 
                        } 
                   }, 
                   { 
                       "Count": 32, 
                       "Type": "AddressDetection" 
                   } 
               ], 
               "TotalCount": 32 
           } 
        ], 
        "CustomDataIdentifiers": { 
            "Detections": [ 
                 { 
                     "Arn": "1712be25e7c7f53c731fe464f1c869b8",  
                     "Name": "1712be25e7c7f53c731fe464f1c869b8",  
                     "Count": 2, 
                 } 
            ], 
            "TotalCount": 2 
        } 
    }
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}

詳細

Details フィールドは、適切なオブジェクトを使用する単一のリソースに関する追加情報を提供します。
各リソースは、Resources オブジェクト内の個別のリソースオブジェクトで指定する必要があります。

結果のサイズが最大の 240 KB を超えた場合、Details オブジェクトは結果から削除されます。AWS 
Config ルールを使用する統制結果の場合、AWS Config コンソールでリソースの詳細を表示することがで
きます。

Security Hub には、サポートされているリソースタイプに使用できる一連のリソースの詳細が用意されて
います。これらの詳細は、Type オブジェクトの値に対応しています。可能な場合、提供されたタイプを
使用してください。

例えば、リソースが S3 バケットの場合、リソース Type を AwsS3Bucket に設定
し、AwsS3Bucket (p. 207) オブジェクトにリソースの詳細を指定します。

Other (p. 217) オブジェクトでは、カスタムのフィールドや値を指定できます。Other オブジェクト
は、次の場合に使用できます。

• リソースタイプ (リソース Type の値) に対応する詳細オブジェクトがない場合。リソースの詳細を指定
するには、Other (p. 217) オブジェクトを使用します。

• リソースタイプのオブジェクトに、入力するすべてのフィールドが含まれていない場合。この場合は、
リソースタイプの詳細オブジェクトを使用して、使用可能なフィールドに入力します。Other オブジェ
クトを使用して、タイプ固有のオブジェクトに含まれていないフィールドに入力してください。

• リソースタイプが提供されたタイプのいずれでもない場合。この場合、Resource.Type を Other に
設定し、Other オブジェクトを使用して詳細を入力します。

例

"Details": { 
  "AwsEc2Instance": { 
    "IamInstanceProfileArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IamInstanceProfileArn", 
    "ImageId": "ami-79fd7eee", 
    "IpV4Addresses": ["1.1.1.1"], 
    "IpV6Addresses": ["2001:db8:1234:1a2b::123"], 
    "KeyName": "testkey", 
    "LaunchedAt": "2018-09-29T01:25:54Z", 
    "MetadataOptions": { 
      "HttpEndpoint": "enabled", 
      "HttpProtocolIpv6": "enabled", 
      "HttpPutResponseHopLimit": 1, 
      "HttpTokens": "optional", 
      "InstanceMetadataTags": "disabled" 
    }, 
    "NetworkInterfaces": [ 
    { 
      "NetworkInterfaceId": "eni-e5aa89a3" 
    } 
    ], 
    "SubnetId": "PublicSubnet", 
    "Type": "i3.xlarge", 
    "VirtualizationType": "hvm", 
    "VpcId": "TestVPCIpv6" 
  }, 
  "AwsS3Bucket": { 
    "OwnerId": "da4d66eac431652a4d44d490a00500bded52c97d235b7b4752f9f688566fe6de", 
    "OwnerName": "acmes3bucketowner" 
  }, 
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  "Other": { "LightPen": "blinky", "SerialNo": "1234abcd"}   
}

ID

指定されたリソースタイプの識別子。

Amazon リソースネーム (ARN) によって識別される AWS リソースの場合、これは ARN です。

ARN のない AWS リソースの場合、これはリソースを作成した AWS サービスで定義されている識別子で
す。

AWS 以外のリソースの場合、これはリソースに関連付けられている一意の識別子です。

例

"Id": "arn:aws:s3:::example-bucket"

パーティション

リソースが置かれているパーティション。パーティションは AWS リージョンのグループです。各 AWS 
アカウントのスコープは 1 つのパーティションです。

以下のパーティションがサポートされています。

• aws - AWS リージョン
• aws-cn - 中国リージョン
• aws-us-gov – AWS GovCloud (US) Region

例

"Partition": "aws"

リージョン

このリソースが配置されている AWS リソースのコード。リージョンコードの一覧については、「リー
ジョンエンドポイント」を参照してください。

例

"Region": "us-west-2"

ResourceRole

結果におけるリソースのロールを識別します。リソースは、結果アクティビティのターゲットか、アク
ティビティを実行するアクターのどちらかです。

例

"ResourceRole": "target"

タグ

結果が処理された時点でリソースに関連付けられていた AWS タグのリストです。タグが関連付けられて
いるリソースにのみ、Tags 属性を含めてください。リソースにタグが関連付けられていない場合は、結
果に Tags 属性を含めないでください。
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タグには以下のベーシックな制限があります。

• このフィールドには、AWS リソースに存在するタグのみを指定できます。AWS Security Finding 形式で
定義されていないデータを提供するには、Other 詳細サブフィールドを使用します。

• 値は、A-Z、a-z、0～9、空白、+ = @ _ / - (ハイフン) に制限されます。
• 値の最大長は、AWS タグ値の最大長である 256 文字です。

例

"Tags": { 
    "billingCode": "Lotus-1-2-3", 
    "needsPatching": "true"
}

タイプ

詳細を提供しているリソースのタイプです。

可能な限り、提供されているリソースタイプの中の 1 つ (AwsEc2Instance または AwsS3Bucket など) 
を使用してください。

リソースタイプが提供されているリソースタイプと一致しない場合は、リソース Type を Other に設定
し、Other 詳細サブフィールドを使用して詳細を入力します。

サポートされる値のリストについては、「Resources (p. 147)」を参照してください。

例

"Type": "AwsS3Bucket"

AwsApiGateway

ここでは、AwsApiGateway リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。

AwsApiGatewayRestApi

AwsApiGatewayRestApi オブジェクトには、Amazon API Gateway のバージョン 1 の REST API に関す
る情報が含まれています。

以下は、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の AwsApiGatewayRestApi 検出の例で
す。AwsApiGatewayRestApi 属性の詳細については、AWS Security Hub APIリファレンスの
「AwsApiGatewayRestApiDetails」を参照してください。

例

AwsApiGatewayRestApi: { 
    "Id": "exampleapi", 
    "Name": "Security Hub", 
    "Description": "AWS Security Hub", 
    "CreatedDate": "2018-11-18T10:20:05-08:00", 
    "Version": "2018-10-26", 
    "BinaryMediaTypes" : ["-'*~1*'"], 
    "MinimumCompressionSize": 1024, 
    "ApiKeySource": "AWS_ACCOUNT_ID", 
    "EndpointConfiguration": { 
        "Types": [ 
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            "REGIONAL" 
        ] 
    }
}

AwsApiGatewayStage

AwsApiGatewayStage オブジェクトは、Amazon API Gateway ステージ バージョン 1 に関する情報を提
供します。

以下は、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の AwsApiGatewayStage 検出の例で
す。AwsApiGatewayStage 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsApiGatewayStageDetails」を参照してください。

例

"AwsApiGatewayStage": { 
    "DeploymentId": "n7hlmf", 
    "ClientCertificateId": "a1b2c3",  
    "StageName": "Prod", 
    "Description" : "Stage Description", 
    "CacheClusterEnabled": false, 
    "CacheClusterSize" : "1.6", 
    "CacheClusterStatus": "NOT_AVAILABLE", 
    "MethodSettings": [ 
        { 
            "MetricsEnabled": true, 
            "LoggingLevel": "INFO", 
            "DataTraceEnabled": false, 
            "ThrottlingBurstLimit": 100, 
            "ThrottlingRateLimit": 5.0, 
            "CachingEnabled": false, 
            "CacheTtlInSeconds": 300, 
            "CacheDataEncrypted": false, 
            "RequireAuthorizationForCacheControl": true, 
            "UnauthorizedCacheControlHeaderStrategy": "SUCCEED_WITH_RESPONSE_HEADER", 
            "HttpMethod": "POST", 
            "ResourcePath": "/echo" 
        } 
    ], 
    "Variables": {"test": "value"}, 
    "DocumentationVersion": "2.0", 
    "AccessLogSettings": { 
        "Format": "{\"requestId\": \"$context.requestId\", \"extendedRequestId
\": \"$context.extendedRequestId\", \"ownerAccountId\": \"$context.accountId\", 
 \"requestAccountId\": \"$context.identity.accountId\", \"callerPrincipal\": 
 \"$context.identity.caller\", \"httpMethod\": \"$context.httpMethod\", \"resourcePath
\": \"$context.resourcePath\", \"status\": \"$context.status\", \"requestTime
\": \"$context.requestTime\", \"responseLatencyMs\": \"$context.responseLatency
\", \"errorMessage\": \"$context.error.message\", \"errorResponseType\": 
 \"$context.error.responseType\", \"apiId\": \"$context.apiId\", \"awsEndpointRequestId
\": \"$context.awsEndpointRequestId\", \"domainName\": \"$context.domainName\", \"stage
\": \"$context.stage\", \"xrayTraceId\": \"$context.xrayTraceId\", \"sourceIp\": 
 \"$context.identity.sourceIp\", \"user\": \"$context.identity.user\", \"userAgent
\": \"$context.identity.userAgent\", \"userArn\": \"$context.identity.userArn\", 
 \"integrationLatency\": \"$context.integrationLatency\", \"integrationStatus
\": \"$context.integrationStatus\", \"authorizerIntegrationLatency\": 
 \"$context.authorizer.integrationLatency\" }", 
        "DestinationArn": "arn:aws:logs:us-west-2:111122223333:log-
group:SecurityHubAPIAccessLog/Prod" 
    }, 
    "CanarySettings": { 
        "PercentTraffic": 0.0, 
        "DeploymentId": "ul73s8", 
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        "StageVariableOverrides" : [ 
            "String" : "String" 
        ], 
        "UseStageCache": false 
    }, 
    "TracingEnabled": false, 
    "CreatedDate": "2018-07-11T10:55:18-07:00", 
    "LastUpdatedDate": "2020-08-26T11:51:04-07:00", 
    "WebAclArn" : "arn:aws:waf-regional:us-west-2:111122223333:webacl/
cb606bd8-5b0b-4f0b-830a-dd304e48a822"
}

AwsApiGatewayV2Api

AwsApiGatewayV2Api オブジェクトには、Amazon API Gateway のバージョン 2 API に関する情報が含
まれています。

以下は、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の AwsApiGatewayV2Api 検出の例で
す。AwsApiGatewayV2Api 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsApiGatewayV2ApiDetails」を参照してください。

例

"AwsApiGatewayV2Api": { 
    "ApiEndpoint": "https://example.us-west-2.amazonaws.com", 
    "ApiId": "a1b2c3d4", 
    "ApiKeySelectionExpression": "$request.header.x-api-key", 
    "CreatedDate": "2020-03-28T00:32:37Z", 
   "Description": "ApiGatewayV2 Api", 
   "Version": "string", 
    "Name": "my-api", 
    "ProtocolType": "HTTP", 
    "RouteSelectionExpression": "$request.method $request.path", 
   "CorsConfiguration": { 
        "AllowOrigins": [ "*" ], 
        "AllowCredentials": true, 
        "ExposeHeaders": [ "string" ], 
        "MaxAge": 3000, 
        "AllowMethods": [ 
          "GET", 
          "PUT", 
          "POST", 
          "DELETE", 
          "HEAD" 
        ], 
        "AllowHeaders": [ "*" ] 
    }
}

AwsApiGatewayV2Stage

AwsApiGatewayV2Stage には、Amazon API Gateway のバージョン 2 ステージに関する情報が含まれて
います。

以下は、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の AwsApiGatewayV2Stage 検出の例で
す。AwsApiGatewayV2Stage 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsApiGatewayV2StageDetails」を参照してください。

例

"AwsApiGatewayV2Stage": { 
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    "CreatedDate": "2020-04-08T00:36:05Z", 
    "Description" : "ApiGatewayV2", 
    "DefaultRouteSettings": { 
        "DetailedMetricsEnabled": false, 
        "LoggingLevel": "INFO", 
        "DataTraceEnabled": true, 
        "ThrottlingBurstLimit": 100, 
        "ThrottlingRateLimit": 50 
    }, 
    "DeploymentId": "x1zwyv", 
    "LastUpdatedDate": "2020-04-08T00:36:13Z", 
    "RouteSettings": { 
        "DetailedMetricsEnabled": false, 
        "LoggingLevel": "INFO", 
        "DataTraceEnabled": true, 
        "ThrottlingBurstLimit": 100, 
        "ThrottlingRateLimit": 50 
    }, 
    "StageName": "prod", 
    "StageVariables": [ 
        "function": "my-prod-function" 
    ], 
    "AccessLogSettings": { 
        "Format": "{\"requestId\": \"$context.requestId\", \"extendedRequestId
\": \"$context.extendedRequestId\", \"ownerAccountId\": \"$context.accountId\", 
 \"requestAccountId\": \"$context.identity.accountId\", \"callerPrincipal\": 
 \"$context.identity.caller\", \"httpMethod\": \"$context.httpMethod\", \"resourcePath
\": \"$context.resourcePath\", \"status\": \"$context.status\", \"requestTime
\": \"$context.requestTime\", \"responseLatencyMs\": \"$context.responseLatency
\", \"errorMessage\": \"$context.error.message\", \"errorResponseType\": 
 \"$context.error.responseType\", \"apiId\": \"$context.apiId\", \"awsEndpointRequestId
\": \"$context.awsEndpointRequestId\", \"domainName\": \"$context.domainName\", \"stage
\": \"$context.stage\", \"xrayTraceId\": \"$context.xrayTraceId\", \"sourceIp\": 
 \"$context.identity.sourceIp\", \"user\": \"$context.identity.user\", \"userAgent
\": \"$context.identity.userAgent\", \"userArn\": \"$context.identity.userArn\", 
 \"integrationLatency\": \"$context.integrationLatency\", \"integrationStatus
\": \"$context.integrationStatus\", \"authorizerIntegrationLatency\": 
 \"$context.authorizer.integrationLatency\" }", 
        "DestinationArn": "arn:aws:logs:us-west-2:111122223333:log-
group:SecurityHubAPIAccessLog/Prod" 
    }, 
    "AutoDeploy": false, 
    "LastDeploymentStatusMessage": "Message", 
    "ApiGatewayManaged": true,
}

AwsAutoScaling

ここでは、AwsAutoScaling リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。

AwsAutoScalingAutoScalingGroup

AwsAutoScalingAutoScalingGroup オブジェクトは、オートスケーリンググループの詳細を提供しま
す。

以下は、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の AwsAutoScalingAutoScalingGroup 検出の例で
す。AwsAutoScalingAutoScalingGroup 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレン
スの「AwsAutoScalingAutoScalingGroupDetails」を参照してください。

例

"AwsAutoScalingAutoScalingGroup": { 
        "CreatedTime": "2017-10-17T14:47:11Z", 
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        "HealthCheckGracePeriod": 300, 
        "HealthCheckType": "EC2", 
        "LaunchConfigurationName": "mylaunchconf", 
        "LoadBalancerNames": [], 
        "LaunchTemplate": {                             
            "LaunchTemplateId": "string", 
            "LaunchTemplateName": "string", 
            "Version": "string" 
        }, 
        "MixedInstancesPolicy": { 
            "InstancesDistribution": { 
                "OnDemandAllocationStrategy": "prioritized", 
                "OnDemandBaseCapacity": number, 
                "OnDemandPercentageAboveBaseCapacity": number, 
                "SpotAllocationStrategy": "lowest-price", 
                "SpotInstancePools": number, 
                "SpotMaxPrice": "string" 
            }, 
            "LaunchTemplate": { 
                "LaunchTemplateSpecification": { 
                    "LaunchTemplateId": "string", 
                    "LaunchTemplateName": "string", 
                    "Version": "string" 
                 }, 
                "CapacityRebalance": true, 
                "Overrides": [ 
                    { 
                       "InstanceType": "string", 
                       "WeightedCapacity": "string" 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
}

AwsAutoScalingLaunchConfiguration

AwsAutoScalingLaunchConfiguration オブジェクトは、起動設定に関する詳細を提供します。

以下は、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の AwsAutoScalingLaunchConfiguration 検出の例で
す。

AwsAutoScalingLaunchConfiguration 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンス
の「AwsAutoScalingLaunchConfigurationDetails」を参照してください。

例

AwsAutoScalingLaunchConfiguration: { 
    "LaunchConfigurationName": "newtest", 
    "ImageId": "ami-058a3739b02263842", 
    "KeyName": "55hundredinstance", 
    "SecurityGroups": [ "sg-01fce87ad6e019725" ], 
    "ClassicLinkVpcSecurityGroups": [], 
    "UserData": "...Base64-Encoded user data..." 
    "InstanceType": "a1.metal", 
    "KernelId": "", 
    "RamdiskId": "ari-a51cf9cc", 
    "BlockDeviceMappings": [ 
        { 
            "DeviceName": "/dev/sdh", 
            "Ebs": { 
                "VolumeSize": 30, 
                "VolumeType": "gp2", 
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                "DeleteOnTermination": false, 
                "Encrypted": true, 
                "SnapshotId": "snap-ffaa1e69", 
                "VirtualName": "ephemeral1" 
            } 
        }, 
        { 
            "DeviceName": "/dev/sdb", 
            "NoDevice": true 
        }, 
        { 
            "DeviceName": "/dev/sda1", 
            "Ebs": { 
                "SnapshotId": "snap-02420cd3d2dea1bc0", 
                "VolumeSize": 8, 
                "VolumeType": "gp2", 
                "DeleteOnTermination": true, 
                "Encrypted": false 
            } 
        }, 
        { 
            "DeviceName": "/dev/sdi", 
            "Ebs": { 
                "VolumeSize": 20, 
                "VolumeType": "gp2", 
                "DeleteOnTermination": false, 
                "Encrypted": true 
            } 
        }, 
        { 
            "DeviceName": "/dev/sdc", 
            "NoDevice": true 
        } 
    ], 
    "InstanceMonitoring": { 
        "Enabled": false 
    }, 
    "CreatedTime": 1620842933453, 
    "EbsOptimized": false, 
    "AssociatePublicIpAddress": true, 
    "SpotPrice": "0.045"
}

AwsBackup

ここでは、AwsBackup リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。

AwsBackupBackupPlan

AwsBackupBackupPlan オブジェクトは、AWS Backup のバックアップ計画に関する情報を提供しま
す。AWS Backup のバックアップ計画は、AWS リソースをバックアップするタイミングと方法を定義す
るポリシー式です。

次の例は、AwsBackupBackupPlan オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsBackupBackupPlan 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsBackupBackupPlan」を参照してください。

例

"AwsBackupBackupPlan": { 
    "BackupPlan": { 
     "AdvancedBackupSettings": [{ 
      "BackupOptions": { 
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       "WindowsVSS":"enabled" 
      }, 
      "ResourceType":"EC2" 
     }], 
     "BackupPlanName": "test", 
     "BackupPlanRule": [{ 
      "CompletionWindowMinutes": 10080, 
      "CopyActions": [{ 
       "DestinationBackupVaultArn": "arn:aws:backup:us-east-1:858726136373:backup-
vault:aws/efs/automatic-backup-vault", 
       "Lifecycle": { 
        "DeleteAfterDays": 365, 
        "MoveToColdStorageAfterDays": 30 
       } 
      }], 
      "Lifecycle": { 
       "DeleteAfterDays": 35 
      }, 
      "RuleName": "DailyBackups", 
      "ScheduleExpression": "cron(0 5 ? * * *)", 
      "StartWindowMinutes": 480, 
      "TargetBackupVault": "Default" 
      }, 
      { 
      "CompletionWindowMinutes": 10080, 
      "CopyActions": [{ 
       "DestinationBackupVaultArn": "arn:aws:backup:us-east-1:858726136373:backup-
vault:aws/efs/automatic-backup-vault", 
       "Lifecycle": { 
        "DeleteAfterDays": 365, 
        "MoveToColdStorageAfterDays": 30 
       } 
      }], 
      "Lifecycle": { 
       "DeleteAfterDays": 35 
      }, 
      "RuleName": "Monthly", 
      "ScheduleExpression": "cron(0 5 1 * ? *)", 
      "StartWindowMinutes": 480, 
      "TargetBackupVault": "Default" 
     }] 
    }, 
    "BackupPlanArn": "arn:aws:backup:us-east-1:858726136373:backup-plan:b6d6b896-590d-4ee1-
bf29-c5ccae63f4e7", 
    "BackupPlanId": "b6d6b896-590d-4ee1-bf29-c5ccae63f4e7", 
    "VersionId": "ZDVjNDIzMjItYTZiNS00NzczLTg4YzctNmExMWM2NjZhY2E1"
}

AwsBackupBackupVault

AwsBackupBackupVault オブジェクトは、AWS Backup のバックアップボールトに関する情報を提供し
ます。AWS Backup バックアップボールトは、バックアップを保存および整理するためのコンテナです。

次の例は、AwsBackupBackupVault オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsBackupBackupVault 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsBackupBackupVault」を参照してください。

例

"AwsBackupBackupVault": { 
    "AccessPolicy": { 
     "Statement": [{ 
      "Action": [ 
       "backup:DeleteBackupVault", 
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       "backup:DeleteBackupVaultAccessPolicy", 
       "backup:DeleteRecoveryPoint", 
       "backup:StartCopyJob", 
       "backup:StartRestoreJob", 
       "backup:UpdateRecoveryPointLifecycle" 
      ], 
      "Effect": "Deny", 
      "Principal": { 
       "AWS": "*" 
      }, 
      "Resource": "*" 
     }], 
     "Version": "2012-10-17" 
    }, 
    "BackupVaultArn": "arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:backup-vault:aws/efs/
automatic-backup-vault", 
    "BackupVaultName": "aws/efs/automatic-backup-vault", 
    "EncrytionKeyArn": "arn:aws:kms:us-east-1:444455556666:key/72ba68d4-5e43-40b0-
ba38-838bf8d06ca0", 
    "Notifications": { 
     "BackupVaultEvents": ["BACKUP_JOB_STARTED", "BACKUP_JOB_COMPLETED", 
 "COPY_JOB_STARTED"], 
     "SNSTopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:MyVaultTopic" 
    }
}

AwsBackupRecoveryPoint

AwsBackupRecoveryPoint オブジェクトは、AWS Backup のバックアップに関する情報 (復旧ポイント) 
を提供します。復旧ポイントは、指定された時刻におけるリソースのコンテンツを表します。

次の例は、AwsBackupRecoveryPoint オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsBackupBackupVault 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsBackupRecoveryPoint」を参照してください。

例

"AwsBackupRecoveryPoint": { 
    "BackupSizeInBytes": 0, 
    "BackupVaultName": "aws/efs/automatic-backup-vault", 
    "BackupVaultArn": "arn:aws:backup:us-east-1:111122223333:backup-vault:aws/efs/
automatic-backup-vault", 
    "CalculatedLifecycle": { 
     "DeleteAt": "2021-08-30T06:51:58.271Z", 
     "MoveToColdStorageAt": "2020-08-10T06:51:58.271Z" 
    }, 
    "CompletionDate": "2021-07-26T07:21:40.361Z", 
    "CreatedBy": { 
     "BackupPlanArn": "arn:aws:backup:us-east-1:111122223333:backup-plan:aws/
efs/73d922fb-9312-3a70-99c3-e69367f9fdad", 
     "BackupPlanId": "aws/efs/73d922fb-9312-3a70-99c3-e69367f9fdad", 
     "BackupPlanVersion": "ZGM4YzY5YjktMWYxNC00ZTBmLWE5MjYtZmU5OWNiZmM5ZjIz", 
     "BackupRuleId": "2a600c2-42ad-4196-808e-084923ebfd25" 
    }, 
    "CreationDate": "2021-07-26T06:51:58.271Z", 
    "EncryptionKeyArn": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/72ba68d4-5e43-40b0-
ba38-838bf8d06ca0", 
    "IamRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/backup.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForBackup", 
    "IsEncrypted": true, 
    "LastRestoreTime": "2021-07-26T06:51:58.271Z", 
    "Lifecycle": { 
     "DeleteAfterDays": 35, 
     "MoveToColdStorageAfterDays": 15 

160

https://docs.aws.amazon.com/securityhub/1.0/APIReference/API_AwsBackupRecoveryPointDetails.html


AWS Security Hub ユーザーガイド
ASFF の例

    }, 
    "RecoveryPointArn": "arn:aws:backup:us-east-1:111122223333:recovery-point:151a59e4-
f1d5-4587-a7fd-0774c6e91268", 
    "ResourceArn": "arn:aws:elasticfilesystem:us-east-1:858726136373:file-system/
fs-15bd31a1", 
    "ResourceType": "EFS", 
    "SourceBackupVaultArn": "arn:aws:backup:us-east-1:111122223333:backup-vault:aws/efs/
automatic-backup-vault", 
    "Status": "COMPLETED", 
    "StatusMessage": "Failure message", 
    "StorageClass": "WARM"
}

AwsCertificateManager

ここでは、AwsCertificateManager リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。

AwsCertificateManagerCertificate

AwsCertificateManagerCertificate オブジェクトは、AWS Certificate Manager (ACM) 証明書に関
する詳細を提供します。

以下は、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の AwsCertificateManagerCertificate 検出の例で
す。AwsCertificateManagerCertificate 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレ
ンスの「AwsCertificateManagerCertificateDetails」を参照してください。

例

"AwsCertificateManagerCertificate": { 
    "CertificateAuthorityArn": "arn:aws:acm:us-west-2:444455556666:certificate-authority/
example", 
    "CreatedAt": "2019-05-24T18:12:02.000Z", 
    "DomainName": "example.amazondomains.com", 
    "DomainValidationOptions": [ 
        { 
            "DomainName": "example.amazondomains.com", 
            "ResourceRecord": { 
                "Name": "_1bacb61828d3a1020c40a560ceed08f7.example.amazondomains.com", 
                "Type": "CNAME", 
                "Value": "_example.acm-validations.aws." 
             }, 
             "ValidationDomain": "example.amazondomains.com", 
             "ValidationEmails": [sample_email@sample.com], 
             "ValidationMethod": "DNS", 
             "ValidationStatus": "SUCCESS" 
        } 
    ], 
    "ExtendedKeyUsages": [ 
        { 
            "Name": "TLS_WEB_SERVER_AUTHENTICATION", 
            "OId": "1.3.6.1.5.5.7.3.1" 
        }, 
        { 
            "Name": "TLS_WEB_CLIENT_AUTHENTICATION", 
            "OId": "1.3.6.1.5.5.7.3.2" 
        } 
    ], 
    "FailureReason": "", 
    "ImportedAt": "2018-08-17T00:13:00.000Z", 
    "InUseBy": ["arn:aws:amazondomains:us-west-2:444455556666:loadbalancer/example"], 
    "IssuedAt": "2020-04-26T00:41:17.000Z", 
    "Issuer": "Amazon", 
    "KeyAlgorithm": "RSA-1024", 
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    "KeyUsages": [ 
        { 
            "Name": "DIGITAL_SIGNATURE", 
        }, 
        { 
            "Name": "KEY_ENCIPHERMENT", 
        } 
    ], 
    "NotAfter": "2021-05-26T12:00:00.000Z", 
    "NotBefore": "2020-04-26T00:00:00.000Z", 
    "Options": { 
        "CertificateTransparencyLoggingPreference": "ENABLED", 
    } 
    "RenewalEligibility": "ELIGIBLE", 
    "RenewalSummary": { 
        "DomainValidationOptions": [ 
            { 
                "DomainName": "example.amazondomains.com", 
                "ResourceRecord": { 
                    "Name": "_1bacb61828d3a1020c40a560ceed08f7.example.amazondomains.com", 
                    "Type": "CNAME", 
                    "Value": "_example.acm-validations.aws.com", 
                }, 
                "ValidationDomain": "example.amazondomains.com", 
                "ValidationEmails": ["sample_email@sample.com"], 
                "ValidationMethod": "DNS", 
                "ValidationStatus": "SUCCESS" 
            } 
        ], 
        "RenewalStatus": "SUCCESS", 
        "RenewalStatusReason": "", 
        "UpdatedAt": "2020-04-26T00:41:35.000Z", 
    }, 
    "Serial": "02:ac:86:b6:07:2f:0a:61:0e:3a:ac:fd:d9:ab:17:1a", 
    "SignatureAlgorithm": "SHA256WITHRSA", 
    "Status": "ISSUED", 
    "Subject": "CN=example.amazondomains.com", 
    "SubjectAlternativeNames": ["example.amazondomains.com"], 
    "Type": "AMAZON_ISSUED"
}

AwsCloudFormation

ここでは、AwsCloudFormation リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。

AwsCloudFormationStack

AwsCloudFormationStack オブジェクトは、 最上位のテンプレートでリソースとしてネストされてい
る AWS CloudFormation スタックの詳細を表示します。

次の例は、AwsCloudFormationStack オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsCloudFormationStack 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsCloudFormationStackDetails」を参照してください。

例

"AwsCloudFormationStack": {  
 "Capabilities": [ 
  "CAPABILITY_IAM", 
  "CAPABILITY_NAMED_IAM" 
 ], 
 "CreationTime": "2022-02-18T15:31:53.161Z", 
 "Description": "AWS CloudFormation Sample", 
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 "DisableRollback": true, 
 "DriftInformation": { 
  "StackDriftStatus": "DRIFTED" 
 }, 
 "EnableTerminationProtection": false, 
 "LastUpdatedTime": "2022-02-18T15:31:53.161Z", 
 "NotificationArns": [ 
  "arn:aws:sns:us-east-1:978084797471:sample-sns-cfn" 
 ], 
 "Outputs": [{ 
  "Description": "URL for newly created LAMP stack", 
  "OutputKey": "WebsiteUrl", 
  "OutputValue": "http://ec2-44-193-18-241.compute-1.amazonaws.com" 
 }], 
 "RoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/exampleRole", 
 "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:978084797471:stack/sample-stack/
e5d9f7e0-90cf-11ec-88c6-12ac1f91724b", 
 "StackName": "sample-stack", 
 "StackStatus": "CREATE_COMPLETE", 
 "StackStatusReason": "Success", 
 "TimeoutInMinutes": 1
}

AwsCloudFront

ここでは、AwsCloudFront リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。

AwsCloudFrontDistribution

AwsCloudFrontDistribution オブジェクトは、Amazon CloudFront ディストリビューション設定の詳
細を表示します。

以下は、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の AwsCloudFrontDistribution 検出の例で
す。AwsCloudFrontDistribution 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsCloudFrontDistributionDetails」を参照してください。

例

"AwsCloudFrontDistribution": { 
    "CacheBehaviors": { 
        "Items": [ 
            { 
               "ViewerProtocolPolicy": "https-only" 
            } 
         ] 
    }, 
    "DefaultCacheBehavior": { 
         "ViewerProtocolPolicy": "https-only" 
    }, 
    "DefaultRootObject": "index.html", 
    "DomainName": "d2wkuj2w9l34gt.cloudfront.net", 
    "Etag": "E37HOT42DHPVYH", 
    "LastModifiedTime": "2015-08-31T21:11:29.093Z", 
    "Logging": { 
         "Bucket": "myawslogbucket.s3.amazonaws.com", 
         "Enabled": false, 
         "IncludeCookies": false, 
         "Prefix": "myawslog/" 
     }, 
     "OriginGroups": { 
          "Items": [ 
              { 
                 "FailoverCriteria": { 
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                     "StatusCodes": { 
                          "Items": [ 
                              200, 
                              301, 
                              404 
                          ] 
                          "Quantity": 3 
                      } 
                 } 
              } 
           ] 
     }, 
     "Origins": { 
           "Items": [ 
               { 
                  "CustomOriginConfig": { 
                      "HttpPort": 80, 
                      "HttpsPort": 443, 
                      "OriginKeepaliveTimeout": 60, 
                      "OriginProtocolPolicy": "match-viewer", 
                      "OriginReadTimeout": 30, 
                      "OriginSslProtocols": { 
                        "Items": ["SSLv3", "TLSv1"], 
                        "Quantity": 2 
                      }                        
                  } 
               },                   
           ] 
     }, 
                  "DomainName": "my-bucket.s3.amazonaws.com", 
                  "Id": "my-origin", 
                  "OriginPath": "/production", 
                  "S3OriginConfig": { 
                      "OriginAccessIdentity": "origin-access-identity/cloudfront/
E2YFS67H6VB6E4" 
                  } 
           ] 
     }, 
     "Status": "Deployed", 
     "ViewerCertificate": { 
            "AcmCertificateArn": "arn:aws:acm::123456789012:AcmCertificateArn", 
            "Certificate": "ASCAJRRE5XYF52TKRY5M4", 
            "CertificateSource": "iam", 
            "CloudFrontDefaultCertificate": true, 
            "IamCertificateId": "ASCAJRRE5XYF52TKRY5M4", 
            "MinimumProtocolVersion": "TLSv1.2_2021", 
            "SslSupportMethod": "sni-only" 
      }, 
      "WebAclId": "waf-1234567890"
}

AwsCloudTrail

ここでは、AwsCloudTrail リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。

AwsCloudTrailTrail

AwsCloudTrailTrail オブジェクトは、AWS CloudTrail トレイルに関する詳細を表示します。

以下は、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の AwsCloudTrailTrail 検出の例で
す。AwsCloudTrailTrail 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsCloudTrailTrailDetails」を参照してください。

例
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"AwsCloudTrailTrail": { 
    "CloudWatchLogsLogGroupArn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-group:CloudTrail/
regression:*", 
    "CloudWatchLogsRoleArn": "arn:aws:iam::866482105055:role/CloudTrail_CloudWatchLogs", 
    "HasCustomEventSelectors": true, 
    "HomeRegion": "us-west-2", 
    "IncludeGlobalServiceEvents": true, 
    "IsMultiRegionTrail": true, 
    "IsOrganizationTrail": false, 
    "KmsKeyId": "kmsKeyId", 
    "LogFileValidationEnabled": true, 
    "Name": "regression-trail", 
    "S3BucketName": "cloudtrail-bucket", 
    "S3KeyPrefix": "s3KeyPrefix", 
    "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:MyTopic", 
    "SnsTopicName": "snsTopicName", 
    "TrailArn": "arn:aws:cloudtrail:us-west-2:123456789012:trail"
}

AwsCloudWatch

ここでは、AwsCloudWatch リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。

AwsCloudWatchAlarm

AwsCloudWatchAlarm オブジェクトは、アラームの状態が変化したときにメトリクスを監視するまたは
アクションを実行する Amazon CloudWatch アラームの詳細を表示します。

次の例は、AwsCloudWatchAlarm オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsCloudWatchAlarm 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsCloudWatchAlarmDetails」を参照してください。

例

"AwsCloudWatchAlarm": {  
 "ActonsEnabled": true, 
 "AlarmActions": [ 
  "arn:aws:automate:region:ec2:stop", 
  "arn:aws:automate:region:ec2:terminate" 
 ], 
 "AlarmArn": "arn:aws:cloudwatch:us-west-2:012345678910:alarm:sampleAlarm", 
 "AlarmConfigurationUpdatedTimestamp": "2022-02-18T15:31:53.161Z", 
 "AlarmDescription": "Alarm Example", 
 "AlarmName": "Example", 
 "ComparisonOperator": "GreaterThanOrEqualToThreshold", 
 "DatapointsToAlarm": 1, 
 "Dimensions": [{ 
  "Name": "InstanceId", 
  "Value": "i-1234567890abcdef0" 
 }], 
 "EvaluateLowSampleCountPercentile": "evaluate", 
 "EvaluationPeriods": 1, 
 "ExtendedStatistic": "p99.9", 
 "InsufficientDataActions": [ 
  "arn:aws:automate:region:ec2:stop" 
 ], 
 "MetricName": "Sample Metric", 
 "Namespace": "YourNamespace", 
 "OkActions": [ 
  "arn:aws:swf:region:account-id:action/actions/AWS_EC2.InstanceId.Stop/1.0" 
 ], 
 "Period": 1, 
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 "Statistic": "SampleCount", 
 "Threshold": 12.3, 
 "ThresholdMetricId": "t1", 
 "TreatMissingData": "notBreaching", 
 "Unit": "Kilobytes/Second"
}

AwsCodeBuild

ここでは、AwsCodeBuild リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。

AwsCodeBuildProject

AwsCodeBuildProject オブジェクトは、AWS CodeBuild プロジェクトに関する情報を提供します。

以下は、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の AwsCodeBuildProject 検出の例で
す。AwsCodeBuildProject 属性の説明については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsCodeBuildProjectDetails」を参照してください。

例

"AwsCodeBuildProject": { 
   "Artifacts": [ 
      { 
          "ArtifactIdentifier": "string", 
          "EncryptionDisabled": boolean, 
          "Location": "string", 
          "Name": "string", 
          "NamespaceType": "string", 
          "OverrideArtifactName": boolean, 
          "Packaging": "string", 
          "Path": "string", 
          "Type": "string" 
       } 
   ], 
   "SecondaryArtifacts": [ 
      { 
          "ArtifactIdentifier": "string", 
          "EncryptionDisabled": boolean, 
          "Location": "string", 
          "Name": "string", 
          "NamespaceType": "string", 
          "OverrideArtifactName": boolean, 
          "Packaging": "string", 
          "Path": "string", 
          "Type": "string" 
       } 
   ], 
   "EncryptionKey": "string", 
   "Certificate": "string", 
   "Environment": { 
      "Certificate": "string", 
      "EnvironmentVariables": [ 
           { 
                "Name": "string", 
                "Type": "string", 
                "Value": "string" 
           } 
      ], 
   "ImagePullCredentialsType": "string", 
   "PrivilegedMode": boolean,  
   "RegistryCredential": { 
       "Credential": "string", 
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       "CredentialProvider": "string" 
   }, 
   "Type": "string" 
   }, 
   "LogsConfig": { 
        "CloudWatchLogs": { 
             "GroupName": "string", 
             "Status": "string", 
             "StreamName": "string" 
        }, 
        "S3Logs": { 
             "EncryptionDisabled": boolean, 
             "Location": "string", 
             "Status": "string" 
        } 
   }, 
   "Name": "string", 
   "ServiceRole": "string", 
   "Source": { 
        "Type": "string", 
        "Location": "string", 
        "GitCloneDepth": integer 
   }, 
   "VpcConfig": { 
        "VpcId": "string", 
        "Subnets": ["string"], 
        "SecurityGroupIds": ["string"] 
   }
}

AwsDynamoDB

ここでは、AwsDynamoDB リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。

AwsDynamoDbTable

AwsDynamoDbTable オブジェクトは、Amazon DynamoDB テーブルに関する詳細を表示します。

以下は、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の AwsDynamoDbTable 検出の例です。AwsDynamoDbTable
属性の説明の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの「AwsDynamoDbTableDetails」を
参照してください。

例

"AwsDynamoDbTable": { 
    "AttributeDefinitions": [    
        {         
            "AttributeName": "attribute1", 
            "AttributeType": "value 1" 
        }, 
        { 
            "AttributeName": "attribute2", 
            "AttributeType": "value 2" 
        }, 
        { 
            "AttributeName": "attribute3", 
            "AttributeType": "value 3" 
        } 
    ], 
    "BillingModeSummary": { 
        "BillingMode": "PAY_PER_REQUEST", 
        "LastUpdateToPayPerRequestDateTime": "2019-12-03T15:23:10.323Z" 
    }, 
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    "CreationDateTime": "2019-12-03T15:23:10.248Z", 
    "GlobalSecondaryIndexes": [ 
        { 
            "Backfilling": false, 
            "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/exampleTable/index/
exampleIndex",                 
            "IndexName": "standardsControlArnIndex", 
            "IndexSizeBytes": 1862513, 
            "IndexStatus": "ACTIVE", 
            "ItemCount": 20, 
            "KeySchema": [ 
                { 
                    "AttributeName": "City", 
                    "KeyType": "HASH" 
                },      
                { 
                    "AttributeName": "Date", 
                    "KeyType": "RANGE" 
                } 
            ],       
            "Projection": { 
                "NonKeyAttributes": ["predictorName"], 
                "ProjectionType": "ALL" 
            },      
            "ProvisionedThroughput": { 
                "LastIncreaseDateTime": "2019-03-14T13:21:00.399Z", 
                "LastDecreaseDateTime": "2019-03-14T12:47:35.193Z", 
                "NumberOfDecreasesToday": 0, 
                "ReadCapacityUnits": 100, 
                "WriteCapacityUnits": 50 
            }, 
        } 
   ], 
   "GlobalTableVersion": "V1", 
   "ItemCount": 2705, 
   "KeySchema": [ 
        { 
            "AttributeName": "zipcode", 
            "KeyType": "HASH" 
        } 
    ], 
    "LatestStreamArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/exampleTable/
stream/2019-12-03T23:23:10.248", 
    "LatestStreamLabel": "2019-12-03T23:23:10.248", 
    "LocalSecondaryIndexes": [ 
        { 
            "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:111122223333:table/exampleGroup/index/
exampleId", 
            "IndexName": "CITY_DATE_INDEX_NAME", 
            "KeySchema": [ 
                { 
                    "AttributeName": "zipcode", 
                    "KeyType": "HASH" 
                } 
            ], 
            "Projection": { 
                "NonKeyAttributes": ["predictorName"], 
                "ProjectionType": "ALL" 
            },   
        } 
    ], 
    "ProvisionedThroughput": { 
        "LastIncreaseDateTime": "2019-03-14T13:21:00.399Z", 
        "LastDecreaseDateTime": "2019-03-14T12:47:35.193Z", 
        "NumberOfDecreasesToday": 0, 
        "ReadCapacityUnits": 100, 
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        "WriteCapacityUnits": 50 
    }, 
    "Replicas": [ 
        { 
            "GlobalSecondaryIndexes":[ 
                { 
                    "IndexName": "CITY_DATE_INDEX_NAME",  
                    "ProvisionedThroughputOverride": { 
                        "ReadCapacityUnits": 10 
                    } 
                } 
            ], 
            "KmsMasterKeyId" : "KmsKeyId" 
            "ProvisionedThroughputOverride": { 
                "ReadCapacityUnits": 10 
            }, 
            "RegionName": "regionName", 
            "ReplicaStatus": "CREATING", 
            "ReplicaStatusDescription": "replicaStatusDescription" 
        } 
    ], 
    "RestoreSummary" : { 
        "SourceBackupArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/exampleTable/
backup/backup1", 
        "SourceTableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/exampleTable", 
        "RestoreDateTime": "2020-06-22T17:40:12.322Z", 
        "RestoreInProgress": true 
    }, 
    "SseDescription": { 
        "InaccessibleEncryptionDateTime": "2018-01-26T23:50:05.000Z", 
        "Status": "ENABLED", 
        "SseType": "KMS", 
        "KmsMasterKeyArn": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key1" 
    }, 
    "StreamSpecification" : { 
        "StreamEnabled": true, 
        "StreamViewType": "NEW_IMAGE" 
    }, 
    "TableId": "example-table-id-1", 
    "TableName": "example-table", 
    "TableSizeBytes": 1862513, 
    "TableStatus": "ACTIVE"
}

AwsEc2

ここでは、AwsEc2 リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。

AwsEc2Eip

AwsEc2Eip オブジェクトは、Elastic IP アドレスに関する情報を提供します。

次の例は、AwsEc2Eip オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示しています。AwsEc2Eip
属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの「AwsEc2EipDetails」を参照してくださ
い。

例

"AwsEc2Eip": { 
    "InstanceId": "instance1", 
    "PublicIp": "192.0.2.04", 
    "AllocationId": "eipalloc-example-id-1", 
    "AssociationId": "eipassoc-example-id-1", 
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    "Domain": "vpc", 
    "PublicIpv4Pool": "anycompany", 
    "NetworkBorderGroup": "eu-central-1", 
    "NetworkInterfaceId": "eni-example-id-1", 
    "NetworkInterfaceOwnerId": "777788889999", 
    "PrivateIpAddress": "192.0.2.03"
}

AwsEc2Instance

AwsEc2Instance オブジェクトは、Amazon EC2 インスタンスの詳細を提供します。

次の例は、AWS オブジェクトの AwsEc2Instance Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsEc2Instance 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsEc2InstanceDetails」を参照してください。

例

"AwsEc2Instance": {  
    "IamInstanceProfileArn": "string", 
    "ImageId": "string", 
    "IpV4Addresses": [ "string" ], 
    "IpV6Addresses": [ "string" ], 
    "KeyName": "string", 
    "LaunchedAt": "string", 
    "NetworkInterfaces": [ 
      { 
         "NetworkInterfaceId": "string" 
      } 
    ], 
    "SubnetId": "string", 
    "Type": "string", 
    "VpcId": "string"
}

AwsEc2LaunchTemplate

AwsEc2LaunchTemplate オブジェクトには、インスタンス設定情報を指定する Amazon Elastic 
Compute Cloud の起動テンプレートに関する詳細が含まれています。

次の例は、AwsEc2LaunchTemplate オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示してい
ます。AwsEc2LaunchTemplate 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の
「AwsEc2LaunchTemplateDetails」を参照してください。

例

"AwsEc2LaunchTemplate": { 
    "DefaultVersionNumber": "1", 
    "ElasticGpuSpecifications": ["string"], 
    "ElasticInferenceAccelerators": ["string"], 
    "Id": "lt-0a16e9802800bdd85", 
    "ImageId": "ami-0d5eff06f840b45e9", 
    "LatestVersionNumber": "1", 
    "LaunchTemplateData": { 
     "BlockDeviceMappings": [{ 
      "DeviceName": "/dev/xvda", 
      "Ebs": { 
       "DeleteonTermination": true, 
       "Encrypted": true, 
       "SnapshotId": "snap-01047646ec075f543", 
       "VolumeSize": 8, 
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       "VolumeType:" "gp2" 
      } 
     }], 
     "MetadataOptions": { 
      "HttpTokens": "enabled", 
      "HttpPutResponseHopLimit" : 1 
     }, 
     "Monitoring": { 
      "Enabled": true, 
     "NetworkInterfaces": [{ 
      "AssociatePublicIpAddress" : true, 
     }], 
    "LaunchTemplateName": "string", 
    "LicenseSpecifications": ["string"], 
    "SecurityGroupIds": ["sg-01fce87ad6e019725"], 
    "SecurityGroups": ["string"], 
    "TagSpecifications": ["string"]
}

AwsEc2NetworkAcl

AwsEc2NetworkAcl オブジェクトには、Amazon EC2 ネットワークアクセスコントロールリスト (ACL) 
の詳細が含まれています。

次の例は、AwsEc2NetworkAcl オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsEc2NetworkAcl 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsEc2NetworkAclDetails」を参照してください。

例

"AwsEc2NetworkAcl": { 
    "IsDefault": false, 
    "NetworkAclId": "acl-1234567890abcdef0", 
    "OwnerId": "123456789012", 
    "VpcId": "vpc-1234abcd", 
    "Associations": [{ 
        "NetworkAclAssociationId": "aclassoc-abcd1234", 
        "NetworkAclId": "acl-021345abcdef6789", 
        "SubnetId": "subnet-abcd1234" 
   }], 
   "Entries": [{ 
        "CidrBlock": "10.24.34.0/23", 
        "Egress": true, 
        "IcmpTypeCode": { 
            "Code": 10, 
            "Type": 30 
        }, 
        "Ipv6CidrBlock": "2001:DB8::/32", 
        "PortRange": { 
            "From": 20, 
            "To": 40 
        }, 
        "Protocol": "tcp", 
        "RuleAction": "allow", 
        "RuleNumber": 100 
   }]
}

AwsEc2NetworkInterface

AwsEc2NetworkInterface オブジェクトは、Amazon EC2 ネットワークインターフェイスに関する情
報を提供します。
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次の例は、AwsEc2NetworkInterface オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsEc2NetworkInterface 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsEc2NetworkInterfaceDetails」を参照してください。

例

"AwsEc2NetworkInterface": { 
    "Attachment": { 
        "AttachTime": "2019-01-01T03:03:21Z", 
        "AttachmentId": "eni-attach-43348162", 
        "DeleteOnTermination": true, 
        "DeviceIndex": 123, 
        "InstanceId": "i-1234567890abcdef0", 
        "InstanceOwnerId": "123456789012", 
        "Status": 'ATTACHED' 
    }, 
    "SecurityGroups": [ 
        { 
            "GroupName": "my-security-group", 
            "GroupId": "sg-903004f8" 
        }, 
    ], 
    "NetworkInterfaceId": 'eni-686ea200', 
    "SourceDestCheck": false
}

AwsEc2SecurityGroup

AwsEc2SecurityGroup オブジェクトは、Amazon EC2 セキュリティグループについての説明を表示し
ます。

次の例は、AwsEc2SecurityGroup オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsEc2SecurityGroup 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsEc2SecurityGroupDetails」を参照してください。

例

"AwsEc2SecurityGroup": { 
    "GroupName": "MySecurityGroup", 
    "GroupId": "sg-903004f8", 
    "OwnerId": "123456789012", 
    "VpcId": "vpc-1a2b3c4d", 
    "IpPermissions": [ 
        { 
            "IpProtocol": "-1", 
            "IpRanges": [], 
            "UserIdGroupPairs": [ 
                { 
                    "UserId": "123456789012", 
                    "GroupId": "sg-903004f8" 
                } 
            ], 
            "PrefixListIds": [ 
                {"PrefixListId": "pl-63a5400a"} 
            ] 
        }, 
        { 
            "PrefixListIds": [], 
            "FromPort": 22, 
            "IpRanges": [ 
                { 
                    "CidrIp": "203.0.113.0/24" 
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                } 
            ], 
            "ToPort": 22, 
            "IpProtocol": "tcp", 
            "UserIdGroupPairs": [] 
        } 
    ]
}

AwsEc2Subnet

AwsEc2Subnetオブジェクトは、Amazon EC2 内のサブネットに関する情報を提供します。

次の例は、AwsEc2Subnet オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsEc2Subnet 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsEc2SubnetDetails」を参照してください。

例

AwsEc2Subnet: { 
    "AssignIpv6AddressOnCreation": false, 
    "AvailabilityZone": "us-west-2c", 
    "AvailabilityZoneId": "usw2-az3", 
    "AvailableIpAddressCount": 8185, 
    "CidrBlock": "10.0.0.0/24", 
    "DefaultForAz": false, 
    "MapPublicIpOnLaunch": false, 
    "OwnerId": "123456789012", 
    "State": "available", 
    "SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:subnet/subnet-d5436c93", 
    "SubnetId": "subnet-d5436c93", 
    "VpcId": "vpc-153ade70", 
    "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [{ 
        "AssociationId": "subnet-cidr-assoc-EXAMPLE", 
        "Ipv6CidrBlock": "2001:DB8::/32", 
        "CidrBlockState": "associated" 
   }]
}

AwsEc2TransitGateway

AwsEc2TransitGateway オブジェクトは、仮想プライベートクラウド (VPC) とオンプレミスネットワー
クを相互接続する Amazon EC2 トランジットゲートウェイに関する詳細を提供します。

以下は、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の AwsEc2TransitGateway 検出の例で
す。AwsEc2TransitGateway 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsEc2TransitGatewayDetails」を参照してください。

例

"AwsEc2TransitGateway": { 
 "AmazonSideAsn": 65000, 
 "AssociationDefaultRouteTableId": "tgw-rtb-099ba47cbbea837cc", 
 "AutoAcceptSharedAttachments": "disable", 
 "DefaultRouteTableAssociation": "enable", 
 "DefaultRouteTablePropagation": "enable", 
 "Description": "sample transit gateway", 
 "DnsSupport": "enable", 
 "Id": "tgw-042ae6bf7a5c126c3", 
 "MulticastSupport": "disable", 
 "PropagationDefaultRouteTableId": "tgw-rtb-099ba47cbbea837cc", 
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 "TransitGatewayCidrBlocks": ["10.0.0.0/16"], 
 "VpnEcmpSupport": "enable"
}

AwsEc2Volume

AwsEc2Volume オブジェクトは、Amazon EC2 ボリュームに関する詳細を提供します。

次の例は、AwsEc2Volume オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsEc2Volume 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsEc2VolumeDetails」を参照してください。

例

"AwsEc2Volume": { 
    "Attachments": [ 
      { 
        "AttachTime": "2017-10-17T14:47:11Z", 
        "DeleteOnTermination": true, 
        "InstanceId": "i-123abc456def789g", 
        "Status": "attached" 
      } 
     ], 
    "CreateTime": "2020-02-24T15:54:30Z", 
    "Encrypted": true, 
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY", 
    "Size": 80, 
    "SnapshotId": "", 
    "Status": "available"
}

AwsEc2Vpc

AwsEc2Vpc オブジェクトは、Amazon EC2 VPC の詳細を提供します。

次の例は、AwsEc2Vpc オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示しています。AwsEc2Vpc
属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの「AwsEc2VpcDetails」を参照してくださ
い。

例

"AwsEc2Vpc": { 
    "CidrBlockAssociationSet": [ 
        { 
            "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-0dc4c852f52abda97", 
            "CidrBlock": "192.0.2.0/24", 
            "CidrBlockState": "associated" 
        } 
    ], 
    "DhcpOptionsId": "dopt-4e42ce28", 
    "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [ 
        { 
            "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-0dc4c852f52abda97", 
            "CidrBlockState": "associated", 
            "Ipv6CidrBlock": "192.0.2.0/24" 
       } 

    ], 
    "State": "available"
}
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AwsEc2VpcEndpointService

AwsEc2VpcEndpointService オブジェクトには、VPC エンドポイントサービスの設定に関する詳細が
含まれています。

次の例は、AwsEc2VpcEndpointService オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsEc2VpcEndpointService 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsEc2VpcEndpointServiceDetails」を参照してください。

例

"AwsEc2VpcEndpointService": { 
    "ServiceType": [ 
      { 
        "ServiceType": "Interface" 
      } 
    ], 
    "ServiceId": "vpce-svc-example1", 
    "ServiceName": "com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-example1", 
    "ServiceState": "Available", 
    "AvailabilityZones": [ 
      "us-east-1" 
    ], 
    "AcceptanceRequired": true, 
    "ManagesVpcEndpoints": false, 
    "NetworkLoadBalancerArns": [ 
      "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:444455556666:loadbalancer/net/my-network-
load-balancer/example1" 
    ], 
    "GatewayLoadBalancerArns": [], 
    "BaseEndpointDnsNames": [ 
      "vpce-svc-04eec859668b51c34.us-east-1.vpce.amazonaws.com" 
    ], 
    "PrivateDnsName": "my-private-dns"
}

AwsEc2VpcPeeringConnection

AwsEc2VpcPeeringConnection オブジェクトは、2 つの VPC 間のネットワーク接続に関する詳細を表
示します。

次の例は、AwsEc2VpcPeeringConnection オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示し
ています。AwsEc2VpcPeeringConnection 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレン
スの「AwsEc2VpcPeeringConnectionDetails」を参照してください。

例

"AwsEc2VpcPeeringConnection": {  
 "AccepterVpcInfo": { 
  "CidrBlock": "10.0.0.0/28", 
  "CidrBlockSet": [{ 
   "CidrBlock": "10.0.0.0/28" 
  }], 
  "Ipv6CidrBlockSet": [{ 
   "Ipv6CidrBlock": "2002::1234:abcd:ffff:c0a8:101/64" 
  }], 
  "OwnerId": "012345678910", 
  "PeeringOptions": { 
   "AllowDnsResolutionFromRemoteVpc": true, 
   "AllowEgressFromLocalClassicLinkToRemoteVpc": false, 
   "AllowEgressFromLocalVpcToRemoteClassicLink": true 
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  }, 
  "Region": "us-west-2", 
  "VpcId": "vpc-i123456" 
 }, 
 "ExpirationTime": "2022-02-18T15:31:53.161Z", 
 "RequesterVpcInfo": { 
  "CidrBlock": "192.168.0.0/28", 
  "CidrBlockSet": [{ 
   "CidrBlock": "192.168.0.0/28" 
  }], 
  "Ipv6CidrBlockSet": [{ 
   "Ipv6CidrBlock": "2002::1234:abcd:ffff:c0a8:101/64" 
  }], 
  "OwnerId": "012345678910", 
  "PeeringOptions": { 
   "AllowDnsResolutionFromRemoteVpc": true, 
   "AllowEgressFromLocalClassicLinkToRemoteVpc": false, 
   "AllowEgressFromLocalVpcToRemoteClassicLink": true 
  }, 
  "Region": "us-west-2", 
  "VpcId": "vpc-i123456" 
 }, 
 "Status": { 
  "Code": "initiating-request", 
  "Message": "Active" 
 }, 
 "VpcPeeringConnectionId": "pcx-1a2b3c4d"
}

AwsEc2VpnConnection

AwsEc2VpnConnection オブジェクトは、Amazon EC2 VPN 接続の詳細を提供します。

次の例は、AwsEc2VpnConnection オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsEc2VpnConnection 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsEc2VpnConnectionDetails」を参照してください。

例

"AwsEc2VpnConnection": { 
    "VpnConnectionId": "vpn-205e4f41", 
    "State": "available", 
    "CustomerGatewayConfiguration": "", 
    "CustomerGatewayId": "cgw-5699703f", 
    "Type": "ipsec.1", 
    "VpnGatewayId": "vgw-2ccb2245", 
    "Category": "VPN" 
    "TransitGatewayId": "tgw-09b6f3a659e2b5elf",  
    "VgwTelemetry": [ 
        { 
            "OutsideIpAddress": "92.0.2.11", 
            "Status": "DOWN", 
            "LastStatusChange": "2016-11-11T23:09:32.000Z", 
            "StatusMessage": "IPSEC IS DOWN", 
            "AcceptedRouteCount": 0 
        }, 
        { 
            "OutsideIpAddress": "92.0.2.12", 
            "Status": "DOWN", 
            "LastStatusChange": "2016-11-11T23:10:51.000Z", 
            "StatusMessage": "IPSEC IS DOWN", 
            "AcceptedRouteCount": 0 
        } 
    ], 
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    "Routes": [{ 
        "DestinationCidrBlock": "10.24.34.0/24", 
        "State": "available" 
   }], 
    "Options": { 
        "StaticRoutesOnly": true 
        "TunnelOptions": [{ 
            "DpdTimeoutSeconds": 30, 
            "IkeVersions": ["ikev1", "ikev2"], 
            "Phase1DhGroupNumbers": [14, 15, 16, 17, 18}, 
            "Phase1EncryptionAlgorithms": ["AES128", "AES256"], 
            "Phase1IntegrityAlgorithms": ["SHA1", "SHA2-256"], 
            "Phase1LifetimeSeconds": 28800, 
            "Phase2DhGroupNumbers": [14, 15, 16, 17, 18], 
            "Phase2EncryptionAlgorithms": ["AES128", "AES256"], 
            "Phase2IntegrityAlgorithms": ["SHA1", "SHA2-256"], 
            "Phase2LifetimeSeconds": 28800, 
            "PreSharedKey": "RltXC3REhTw1RAdiM2s1uMfkkSDLyGJoe1QEWeGxqkQ=", 
            "RekeyFuzzPercentage": 100, 
            "RekeyMarginTimeSeconds": 540, 
            "ReplayWindowSize": 1024, 
            "TunnelInsideCidr": "10.24.34.0/23" 
        }] 
   }
}

AwsEcr

ここでは、AwsEcr リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。

AwsEcrContainerImage

AwsEcrContainerImage オブジェクトは、Amazon ECR イメージに関する情報を提供します。

次の例は、AwsEcrContainerImage オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsEcrContainerImage 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsEcrContainerImageDetails」を参照してください。

例

"AwsEcrContainerImage": { 
    "RegistryId": "123456789012", 
    "RepositoryName": "repository-name", 
    "Architecture": "amd64" 
    "ImageDigest": 
 "sha256:a568e5c7a953fbeaa2904ac83401f93e4a076972dc1bae527832f5349cd2fb10", 
    "ImageTags": ["00000000-0000-0000-0000-000000000000"], 
    "ImagePublishedAt": "2019-10-01T20:06:12Z"
}

AwsEcrRepository

AwsEcrRepository オブジェクトは、Amazon Elastic Container Registry リポジトリに関する情報を提供
します。

次の例は、AwsEcrRepository オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsEcrRepository 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsEcrRepositoryDetails」を参照してください。

例
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"AwsEcrRepository": { 
    "LifecyclePolicy": { 
        "RegistryId": "123456789012", 
    },   
    "RepositoryName": "sample-repo", 
    "Arn": "arn:aws:ecr:us-west-2:111122223333:repository/sample-repo", 
    "ImageScanningConfiguration": { 
        "ScanOnPush": true 
    }, 
    "ImageTagMutability": "IMMUTABLE"
}

AwsEcs

ここでは、AwsEcs リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。

AwsEcsCluster

AwsEcsCluster オブジェクトは、Amazon Elastic Container Service クラスターに関する詳細を提供しま
す。

次の例は、AwsEcsCluster オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsEcsCluster 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsEcsClusterDetails」を参照してください。

例

    "AwsEcsCluster": { 
        "CapacityProviders": [], 
        "ClusterSettings": [ 
            { 
                "Name": "containerInsights", 
                "Value": "enabled" 
            } 
        ], 
        "Configuration": { 
            "ExecuteCommandConfiguration": { 
                "KmsKeyId": "kmsKeyId", 
                "LogConfiguration": { 
                    "CloudWatchEncryptionEnabled": true, 
                    "CloudWatchLogGroupName": "cloudWatchLogGroupName", 
                    "S3BucketName": "s3BucketName", 
                    "S3EncryptionEnabled": true, 
                    "S3KeyPrefix": "s3KeyPrefix" 
                }, 
                "Logging": "DEFAULT" 
            } 
        } 
        "DefaultCapacityProviderStrategy": [ 
            { 
                "Base": 0, 
                "CapacityProvider": "capacityProvider", 
                "Weight": 1 
            } 
        ] 
    }

AwsEcsContainer

AwsEcsContainer オブジェクトには、Amazon ECS コンテナの詳細が含まれています。
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次の例は、AwsEcsContainer オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsEcsContainer 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsEcsContainerDetails」を参照してください。

例

"AwsEcsContainer": { 
    "Image": "1111111/
knotejs@sha256:356131c9fef111111111111115f4ed8de5f9dce4dc3bd34bg21846588a3", 
    "MountPoints": [{ 
        "ContainerPath": "/mnt/etc", 
        "SourceVolume": "vol-03909e9" 
    }], 
    "Name": "knote", 
    "Privileged": true  
}

AwsEcsService

AwsEcsService オブジェクトは、Amazon ECS クラスター内のサービスに関する詳細を提供します。

次の例は、AwsEcsService オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsEcsService 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsEcsServiceDetails」を参照してください。

例

"AwsEcsService": { 
    "CapacityProviderStrategy": [ 
        { 
            "Base": 12, 
            "CapacityProvider": "", 
            "Weight": "" 
        } 
    ], 
    "Cluster": "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:cluster/example-ecs-cluster", 
    "DeploymentConfiguration": { 
        "DeploymentCircuitBreaker": { 
            "Enable": false, 
            "Rollback": false 
        }, 
        "MaximumPercent": 200, 
        "MinimumHealthyPercent": 100 
    }, 
    "DeploymentController": "", 
    "DesiredCount": 1, 
    "EnableEcsManagedTags": false, 
    "EnableExecuteCommand": false, 
    "HealthCheckGracePeriodSeconds": 1, 
    "LaunchType": "FARGATE", 
    "LoadBalancers": [ 
        { 
            "ContainerName": "", 
            "ContainerPort": 23, 
            "LoadBalancerName": "", 
            "TargetGroupArn": "" 
        } 
    ], 
    "Name": "sample-app-service", 
    "NetworkConfiguration": { 
        "AwsVpcConfiguration": { 
            "Subnets": [ 
                "Subnet-example1", 
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                "Subnet-example2" 
            ], 
        "SecurityGroups": [ 
                "Sg-0ce48e9a6e5b457f5" 
        ], 
        "AssignPublicIp": "ENABLED" 
        } 
    }, 
    "PlacementConstraints": [ 
        { 
            "Expression": "", 
            "Type": "" 
        } 
    ], 
    "PlacementStrategies": [ 
        { 
            "Field": "", 
            "Type": "" 
        } 
    ], 
    "PlatformVersion": "LATEST", 
    "PropagateTags": "", 
    "Role": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-servicerole/ecs.amazonaws.com/
ServiceRoleForECS", 
    "SchedulingStrategy": "REPLICA", 
    "ServiceName": "sample-app-service", 
    "ServiceArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:service/example-ecs-cluster/sample-
app-service", 
    "ServiceRegistries": [ 
        { 
            "ContainerName": "", 
            "ContainerPort": 1212, 
            "Port": 1221, 
            "RegistryArn": "" 
        } 
    ], 
    "TaskDefinition": "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:task-definition/example-
taskdef:1"
}

AwsEcsTask

AwsEcsTask オブジェクトは、Amazon ECS タスクの詳細を提供します。

次の例は、AwsEcsTask オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示していま
す。AwsEcsTask 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの「AwsEcsTask」を参照
してください。

例

"AwsEcsTask": { 
 "ClusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task/MyCluster/1234567890123456789", 
 "CreatedAt": "1557134011644", 
 "Group": "service:fargate-service", 
 "StartedAt": "1557134011644", 
 "StartedBy": "ecs-svc/1234567890123456789", 
 "TaskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/sample-
fargate:2", 
 "Version": 3, 
 "Volumes": [{ 
  "Name": "string", 
  "Host": { 
   "SourcePath": "string" 
  } 
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 }], 
 "Containers": { 
  "Image": "1111111/
knotejs@sha256:356131c9fef111111111111115f4ed8de5f9dce4dc3bd34bg21846588a3", 
  "MountPoints": [{ 
   "ContainerPath": "/mnt/etc", 
   "SourceVolume": "vol-03909e9" 
  }], 
  "Name": "knote", 
  "Privileged": true 
 }
}

AwsEcsTaskDefinition

AwsEcsTaskDefinition オブジェクトには、タスク定義に関する詳細が含まれています。タスク定義
は、Amazon Elastic Container Service タスクのコンテナとボリューム定義について説明しています。

次の例は、AwsEcsTaskDefinition オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsEcsTaskDefinition 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsEcsTaskDefinitionDetails」を参照してください。

例

    "AwsEcsTaskDefinition": { 
        "ContainerDefinitions": [ 
            { 
                "Command": ['ruby', 'hi.rb'], 
                "Cpu":128, 
                "Essential": true, 
                "HealthCheck": { 
                    "Command": ["CMD-SHELL", "curl -f http://localhost/ || exit 1"], 
                    "Interval": 10, 
                    "Retries": 3, 
                    "StartPeriod": 5, 
                    "Timeout": 20 
                }, 
                "Image": "tongueroo/sinatra:latest", 
                "Interactive": true, 
                "Links": [], 
                "LogConfiguration": { 
                    "LogDriver": "awslogs", 
                    "Options": { 
                        "awslogs-group": "/ecs/sinatra-hi", 
                        "awslogs-region": "ap-southeast-1", 
                        "awslogs-stream-prefix": "ecs" 
                    }, 
                    "SecretOptions": [] 
                     
                }, 
                "MemoryReservation": 128, 
                "Name": "web", 
                "PortMappings": [ 
                    { 
                        "ContainerPort": 4567, 
                        "HostPort":4567, 
                        "Protocol": "tcp" 
                    } 
                ], 
                "Privileged": true, 
                "StartTimeout": 10, 
                "StopTimeout": 100, 
            } 
        ], 
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        "Family": "sinatra-hi", 
        "NetworkMode": "host", 
        "RequiresCompatibilities": ["EC2"], 
        "TaskRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ecsTaskExecutionRole", 
    }

AwsEfs
ここでは、AwsEfs リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。

AwsEfsAccessPoint

AwsEfsAccessPoint オブジェクトは Amazon Elastic File System に保存されているファイルに関する詳
細を表示します。

次の例は、AwsEfsAccessPoint オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsEfsAccessPoint 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsEfsAccessPointDetails」を参照してください。

例

"AwsEfsAccessPoint": {  
 "AccessPointId": "fsap-05c4c0e79ba0b118a", 
 "Arn": "arn:aws:elasticfilesystem:us-east-1:863155670886:access-point/
fsap-05c4c0e79ba0b118a", 
 "ClientToken": "AccessPointCompliant-ASk06ZZSXsEp", 
 "FileSystemId": "fs-0f8137f731cb32146", 
 "PosixUser": { 
  "Gid": "1000", 
  "SecondaryGids": ["0", "4294967295"], 
  "Uid": "1234" 
 }, 
 "RootDirectory": { 
  "CreationInfo": { 
   "OwnerGid": "1000", 
   "OwnerUid": "1234", 
   "Permissions": "777" 
  }, 
  "Path": "/tmp/example" 
 }
}

AwsEks
ここでは、AwsEks リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。

AwsEksCluster

AwsEksCluster オブジェクトは、Amazon EKS クラスターに関する詳細を提供します。

次の例は、AwsEksCluster オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsEksCluster 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsEksClusterDetails」を参照してください。

例

{ 
  "AwsEksCluster": { 
    "Name": "example", 
    "Arn": "arn:aws:eks:us-west-2:222222222222:cluster/example", 
    "CreatedAt": 1565804921.901, 
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    "Version": "1.12", 
    "RoleArn": "arn:aws:iam::222222222222:role/example-cluster-ServiceRole-1XWBQWYSFRE2Q", 
    "ResourcesVpcConfig": { 
      "SubnetIds": [ 
        "subnet-021345abcdef6789", 
        "subnet-abcdef01234567890", 
        "subnet-1234567890abcdef0" 
      ], 
      "SecurityGroupIds": [ 
        "sg-abcdef01234567890" 
      ] 
    }, 
    "Logging": { 
      "ClusterLogging": [ 
        { 
          "Types": [ 
            "api", 
            "audit", 
            "authenticator", 
            "controllerManager", 
            "scheduler" 
          ], 
          "Enabled": true 
        } 
      ] 
    }, 
    "Status": "CREATING", 
    "CertificateAuthorityData": {}, 
  }
}

AwsElasticBeanstalk

ここでは、AwsElasticBeanstalk リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。

AwsElasticBeanstalkEnvironment

AwsElasticBeanstalkEnvironment オブジェクトには、AWS Elastic Beanstalk 環境に関する詳細が
含まれています。

次の例は、AwsElasticBeanstalkEnvironment オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を
示しています。AwsElasticBeanstalkEnvironment 属性の詳細については、AWS Security Hub API 
リファレンスの「AwsElasticBeanstalkEnvironmentDetails」を参照してください。

例

"AwsElasticBeanstalkEnvironment": { 
    "ApplicationName": "MyApplication", 
    "Cname": "myexampleapp-env.devo-2.elasticbeanstalk-internal.com", 
    "DateCreated": "2021-04-30T01:38:01.090Z", 
    "DateUpdated": "2021-04-30T01:38:01.090Z", 
    "Description": "Example description of my awesome application", 
    "EndpointUrl": "eb-dv-e-p-AWSEBLoa-abcdef01234567890-021345abcdef6789.us-
east-1.elb.amazonaws.com", 
    "EnvironmentArn": "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-1:123456789012:environment/
MyApplication/myapplication-env", 
    "EnvironmentId": "e-abcd1234", 
    "EnvironmentLinks": [ 
        { 
            "EnvironmentName": "myexampleapp-env", 
            "LinkName": "myapplicationLink" 
        } 
    ], 
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    "EnvironmentName": "myapplication-env", 
    "OptionSettings": [ 
        { 
            "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:command", 
            "OptionName": "BatchSize", 
            "Value": "100" 
        }, 
        { 
            "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:command", 
            "OptionName": "Timeout", 
            "Value": "600" 
        }, 
        { 
            "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:command", 
            "OptionName": "BatchSizeType", 
            "Value": "Percentage" 
        }, 
        { 
            "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:command", 
            "OptionName": "IgnoreHealthCheck", 
            "Value": "false" 
        }, 
        { 
            "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:application", 
            "OptionName": "Application Healthcheck URL", 
            "Value": "TCP:80" 
        } 
    ], 
    "PlatformArn": "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-1::platform/Tomcat 8 with Java 8 
 running on 64bit Amazon Linux/2.7.7", 
    "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2017.09 v2.7.7 running Tomcat 8 Java 8", 
    "Status": "Ready", 
    "Tier": { 
        "Name": "WebServer" 
       "Type": "Standard" 
       "Version": "1.0" 
    }, 
    "VersionLabel": "Sample Application"
}

AwsElasticSearch

ここでは、AwsElasticSearch リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。

AwsElasticSearchDomain

AwsElasticSearchDomain オブジェクトは、Amazon OpenSearch Service ドメインの詳細を表示しま
す。

次の例は、AwsElasticSearchDomain オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsElasticSearchDomain 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsElasticSearchDomainDetails」を参照してください。

例

"AwsElasticSearchDomain": { 
    "AccessPolicies": "string", 
    "DomainStatus": { 
           "DomainId": "string", 
           "DomainName": "string", 
           "Endpoint": "string", 
           "Endpoints": { 
                  "string": "string" 
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           } 
    }, 
    "DomainEndpointOptions": { 
           "EnforceHTTPS": boolean, 
           "TLSSecurityPolicy": "string" 
    }, 
    "ElasticsearchClusterConfig": { 
           "DedicatedMasterCount": number, 
           "DedicatedMasterEnabled": boolean, 
           "DedicatedMasterType": "string", 
           "InstanceCount": number, 
           "InstanceType": "string", 
           "ZoneAwarenessConfig": { 
                  "AvailabilityZoneCount": number 
           }, 
           "ZoneAwarenessEnabled": boolean 
    }, 
    "ElasticsearchVersion": "string", 
    "EncryptionAtRestOptions": { 
           "Enabled": boolean, 
           "KmsKeyId": "string" 
    }, 
    "LogPublishingOptions": { 
           "AuditLogs": { 
                  "CloudWatchLogsLogGroupArn": "string", 
                  "Enabled": boolean 
           }, 
           "IndexSlowLogs": { 
                  "CloudWatchLogsLogGroupArn": "string", 
                  "Enabled": boolean 
           }, 
           "SearchSlowLogs": { 
                  "CloudWatchLogsLogGroupArn": "string", 
                  "Enabled": boolean 
           } 
    }, 
    "NodeToNodeEncryptionOptions": { 
           "Enabled": boolean 
    }, 
    "ServiceSoftwareOptions": { 
           "AutomatedUpdateDate": "string", 
           "Cancellable": boolean, 
           "CurrentVersion": "string", 
           "Description": "string", 
           "NewVersion": "string", 
           "UpdateAvailable": boolean, 
           "UpdateStatus": "string" 
    }, 
    "VPCOptions": { 
           "AvailabilityZones": [ 
                 "string" 
           ], 
           "SecurityGroupIds": [ 
                 "string" 
           ], 
           "SubnetIds": [ 
                 "string" 
           ], 
          "VPCId": "string" 
    }
}

AwsElb
ここでは、AwsElb リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。
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AwsElbLoadBalancer

AwsElbLoadBalancer オブジェクトには、Classic Load Balancer に関する詳細が含まれます。

次の例は、AwsElbLoadBalancer オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsElbLoadBalancer 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsElbLoadBalancerDetails」を参照してください。

例

"AwsElbLoadBalancer": { 
    "AvailabilityZones": ["us-west-2a"], 
    "BackendServerDescriptions": [ 
         { 
            "InstancePort": 80, 
            "PolicyNames": ["doc-example-policy"] 
        } 
    ], 
    "CanonicalHostedZoneName": "Z3DZXE0EXAMPLE", 
    "CanonicalHostedZoneNameID": "my-load-balancer-444455556666.us-
west-2.elb.amazonaws.com", 
    "CreatedTime": "2020-08-03T19:22:44.637Z", 
    "DnsName": "my-load-balancer-444455556666.us-west-2.elb.amazonaws.com", 
    "HealthCheck": { 
        "HealthyThreshold": 2, 
        "Interval": 30, 
        "Target": "HTTP:80/png", 
        "Timeout": 3, 
        "UnhealthyThreshold": 2 
    }, 
    "Instances": [ 
        { 
            "InstanceId": "i-example" 
        } 
    ], 
    "ListenerDescriptions": [ 
        { 
            "Listener": { 
                "InstancePort": 443, 
                "InstanceProtocol": "HTTPS", 
                "LoadBalancerPort": 443, 
                "Protocol": "HTTPS", 
                "SslCertificateId": "arn:aws:iam::444455556666:server-certificate/my-
server-cert" 
            }, 
            "PolicyNames": ["ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01"] 
        } 
    ], 
    "LoadBalancerAttributes": { 
        "AccessLog": { 
            "EmitInterval": 60, 
            "Enabled": true, 
            "S3BucketName": "doc-example-bucket", 
            "S3BucketPrefix": "doc-example-prefix" 
        }, 
        "ConnectionDraining": { 
            "Enabled": false, 
            "Timeout": 300 
        }, 
        "ConnectionSettings": { 
            "IdleTimeout": 30 
        }, 
        "CrossZoneLoadBalancing": { 
            "Enabled": true 
        }, 
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        "AdditionalAttributes": [{ 
            "Key": "elb.http.desyncmitigationmode", 
            "Value": "strictest" 
        }] 

    }, 
    "LoadBalancerName": "example-load-balancer", 
    "Policies": { 
        "AppCookieStickinessPolicies": [ 
            { 
                "CookieName": "", 
                "PolicyName": "" 
            } 
        ], 
        "LbCookieStickinessPolicies": [ 
            { 
                "CookieExpirationPeriod": 60, 
                "PolicyName": "my-example-cookie-policy" 
            } 
        ], 
        "OtherPolicies": [ 
            "my-PublicKey-policy", 
            "my-authentication-policy", 
            "my-SSLNegotiation-policy", 
            "my-ProxyProtocol-policy", 
            "ELBSecurityPolicy-2015-03" 
        ] 
    }, 
    "Scheme": "internet-facing", 
    "SecurityGroups": ["sg-example"], 
    "SourceSecurityGroup": { 
        "GroupName": "my-elb-example-group", 
        "OwnerAlias": "444455556666" 
    }, 
    "Subnets": ["subnet-example"], 
    "VpcId": "vpc-a01106c2"
}

AwsElbv2LoadBalancer

AwsElbv2LoadBalancer オブジェクトは、ロードバランサーに関する情報を提供します。

次の例は、AwsElbv2LoadBalancer オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsElbv2LoadBalancer 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsElbv2LoadBalancerDetails」を参照してください。

例

"AwsElbv2LoadBalancer": { 
                        "AvailabilityZones": { 
                            "SubnetId": "string", 
                            "ZoneName": "string" 
                        }, 
                        "CanonicalHostedZoneId": "string", 
                        "CreatedTime": "string", 
                        "DNSName": "string", 
                        "IpAddressType": "string", 
                        "LoadBalancerAttributes": [ 
                            { 
                                "Key": "string", 
                                "Value": "string" 
                            } 
                        ], 
                        "Scheme": "string", 
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                        "SecurityGroups": [ "string" ], 
                        "State": { 
                            "Code": "string", 
                            "Reason": "string" 
                        }, 
                        "Type": "string", 
                        "VpcId": "string" 
                    }

AwsIam

ここでは、AwsIam リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。

AwsIamAccessKey

AwsIamAccessKey オブジェクトには、結果に関連する IAM アクセスキーの詳細が含まれています。

次の例は、AwsIamAccessKey オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsIamAccessKey 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsIamAccessKeyDetails」を参照してください。

例

"AwsIamAccessKey": {  
                        "AccessKeyId": "string", 
                        "AccountId": "string", 
                        "CreatedAt": "string", 
                        "PrincipalId": "string", 
                        "PrincipalName": "string", 
                        "PrincipalType": "string", 
                        "SessionContext": { 
                            "Attributes": { 
                                "CreationDate": "string", 
                                "MfaAuthenticated": boolean 
                            }, 
                            "SessionIssuer": { 
                                "AccountId": "string", 
                                "Arn": "string", 
                                "PrincipalId": "string", 
                                "Type": "string", 
                                "UserName": "string" 
                            } 
                        }, 
                        "Status": "string" 
                    }

AwsIamGroup

AwsIamGroup オブジェクトには IAM グループに関する詳細が含まれています。

次の例は、AwsIamGroup オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsIamGroup 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsIamGroupDetails」を参照してください。

例

"AwsIamGroup": { 
    "AttachedManagedPolicies": [ 
        { 
            "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/ExampleManagedAccess", 
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            "PolicyName": "ExampleManagedAccess", 
        } 
    ], 
    "CreateDate": "2020-04-28T14:08:37.000Z", 
    "GroupId": "AGPA4TPS3VLP7QEXAMPLE", 
    "GroupName": "Example_User_Group", 
    "GroupPolicyList": [ 
        { 
            "PolicyName": "ExampleGroupPolicy" 
        } 
    ], 
    "Path": "/"
}

AwsIamPolicy

AwsIamPolicy オブジェクトは IAM 許可ポリシーを表します。

次の例は、AwsIamPolicy オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsIamPolicy 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsIamPolicyDetails」を参照してください。

例

"AwsIamPolicy": { 
    "AttachmentCount": 1, 
    "CreateDate": "2017-09-14T08:17:29.000Z", 
    "DefaultVersionId": "v1", 
    "Description": "Example IAM policy", 
    "IsAttachable": true, 
    "Path": "/", 
    "PermissionsBoundaryUsageCount": 5, 
    "PolicyId": "ANPAJ2UCCR6DPCEXAMPLE", 
    "PolicyName": "EXAMPLE-MANAGED-POLICY", 
    "PolicyVersionList": [ 
        { 
            "VersionId": "v1", 
            "IsDefaultVersion": true, 
            "CreateDate": "2017-09-14T08:17:29.000Z" 
        } 
    ], 
    "UpdateDate": "2017-09-14T08:17:29.000Z"
}

AwsIamRole

AwsIamRole オブジェクトには、IAM ロールに関する情報 (ロールのすべてのポリシーを含む) が含まれて
います。

次の例は、AwsIamRole オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示していま
す。AwsIamRole 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの「AwsIamRoleDetails」
を参照してください。

例

"AwsIamRole": { 
    "AssumeRolePolicyDocument": "{'Version': '2012-10-17','Statement': [{'Effect': 
 'Allow','Action': 'sts:AssumeRole'}]}", 
    "AttachedManagedPolicies": [ 
        { 
            "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/ExamplePolicy1", 
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            "PolicyName": "Example policy 1" 
        }, 
        { 
            "PolicyArn": "arn:aws:iam::444455556666:policy/ExamplePolicy2", 
            "PolicyName": "Example policy 2" 
        } 
        ], 
        "CreateDate": "2020-03-14T07:19:14.000Z", 
        "InstanceProfileList": [ 
            { 
                "Arn": "arn:aws:iam::333333333333:ExampleProfile", 
                "CreateDate": "2020-03-11T00:02:27Z", 
                "InstanceProfileId": "AIPAIXEU4NUHUPEXAMPLE", 
                "InstanceProfileName": "ExampleInstanceProfile", 
                "Path": "/", 
                "Roles": [ 
                    { 
                       "Arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/example-role", 
                        "AssumeRolePolicyDocument": "", 
                        "CreateDate": "2020-03-11T00:02:27Z", 
                        "Path": "/", 
                        "RoleId": "AROAJ52OTH4H7LEXAMPLE", 
                        "RoleName": "example-role", 
                    } 
                ] 
            } 
        ], 
        "MaxSessionDuration": 3600, 
        "Path": "/", 
        "PermissionsBoundary": { 
            "PermissionsBoundaryArn": "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess", 
            "PermissionsBoundaryType": "PermissionsBoundaryPolicy" 
        }, 
        "RoleId": "AROA4TPS3VLEXAMPLE", 
        "RoleName": "BONESBootstrapHydra-OverbridgeOpsFunctionsLambda", 
        "RolePolicyList": [ 
            { 
                "PolicyName": "Example role policy" 
            } 
        ] 
    }

AwsIamUser

AwsIamUser オブジェクトは、ユーザーに関する情報を提供します。

次の例は、AwsIamUser オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示していま
す。AwsIamUser 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの「AwsIamUserDetails」
を参照してください。

例

"AwsIamUser": { 
    "AttachedManagedPolicies": [ 
        { 
            "PolicyName": "ExamplePolicy", 
            "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/ExampleAccess" 
        } 
    ], 
    "CreateDate": "2018-01-26T23:50:05.000Z", 
    "GroupList": [], 
    "Path": "/", 
    "PermissionsBoundary" : { 
        "PermissionsBoundaryArn" : "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess", 
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        "PermissionsBoundaryType" : "PermissionsBoundaryPolicy" 
    }, 
    "UserId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
    "UserName": "ExampleUser", 
    "UserPolicyList": [ 
        { 
            "PolicyName": "InstancePolicy" 
        } 
    ]
}

AwsKinesis

ここでは、AwsKinesis リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。

AwsKinesisStream

AwsKinesisStream オブジェクトは、Amazon Kinesis Data Streams の詳細を表示します。

次の例は、AwsKinesisStream オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsKinesisStream 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsKinesisStreamDetails」を参照してください。

例

"AwsKinesisStream": {  
 "Name": "test-vir-kinesis-stream", 
 "Arn": "arn:aws:kinesis:us-east-1:293279581038:stream/test-vir-kinesis-stream", 
 "RetentionPeriodHours": 24, 
 "ShardCount": 2, 
 "StreamEncryption": { 
  "EncryptionType": "KMS", 
  "KeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:293279581038:key/849cf029-4143-4c59-91f8-ea76007247eb" 
 }
}

AwsKms

ここでは、AwsKms リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。

AwsKmsKey

AwsKmsKey オブジェクトは、AWS KMS key に関する詳細を提供します。

次の例は、AwsKmsKey オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示しています。AwsKmsKey
属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの「AwsKmsKeyDetails」を参照してくださ
い。

例

"AwsKmsKey": { 
                        "AWSAccountId": "string", 
                        "CreationDate": "string", 
                        "Description": "string", 
                        "KeyId": "string", 
                        "KeyManager": "string", 
                        "KeyRotationStatus": boolean, 
                        "KeyState": "string", 
                        "Origin": "string" 
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                    }

AwsLambda
ここでは、AwsLambda リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。

AwsLambdaFunction

AwsLambdaFunction オブジェクトは、Lambda 関数の設定に関する詳細を提供します。

次の例は、AwsLambdaFunction オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsLambdaFunction 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsLambdaFunctionDetails」を参照してください。

例

"AwsLambdaFunction": { 
    "Architectures": [ 
        "x86_64" 
    ], 
    "Code": { 
        "S3Bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
        "S3Key": "samplekey", 
        "S3ObjectVersion": "2", 
        "ZipFile": "myzip.zip" 
    }, 
    "CodeSha256": "1111111111111abcdef", 
    "DeadLetterConfig": { 
        "TargetArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:queue:myqueue:2" 
    }, 
    "Environment": { 
        "Variables": { 
            "Stage": "foobar" 
         }, 
        "Error": { 
            "ErrorCode": "Sample-error-code", 
            "Message": "Caller principal is a manager." 
         } 
     }, 
    "FunctionName": "CheckOut", 
    "Handler": "main.py:lambda_handler", 
    "KmsKeyArn": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/mykey", 
    "LastModified": "2001-09-11T09:00:00Z", 
    "Layers": { 
        "Arn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:layer:my-layer:3", 
        "CodeSize": 169 
    }, 
    "PackageType": "Zip", 
    "RevisionId": "23", 
    "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/Accounting-Role", 
    "Runtime": "go1.7", 
    "Timeout": 15, 
    "TracingConfig": { 
        "Mode": "Active" 
    }, 
    "Version": "$LATEST$", 
    "VpcConfig": { 
        "SecurityGroupIds": ["sg-085912345678492fb", "sg-08591234567bdgdc"], 
         "SubnetIds": ["subnet-071f712345678e7c8", "subnet-07fd123456788a036"] 
    }, 
    "MasterArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:\$LATEST", 
    "MemorySize": 2048
}
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AwsLambdaLayerVersion

AwsLambdaLayerVersion オブジェクトは、Lambda レイヤーのバージョンに関する詳細を提供しま
す。

次の例は、AwsLambdaLayerVersion オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsLambdaLayerVersion 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsLambdaLayerVersionDetails」を参照してください。

例

"AwsLambdaLayerVersion": { 
    "Version": 2, 
    "CompatibleRuntimes": [ 
        "java8" 
    ], 
    "CreatedDate": "2019-10-09T22:02:00.274+0000"
}

AwsNetworkFirewall

ここでは、AwsNetworkFirewall リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。

AwsNetworkFirewallFirewall

AwsNetworkFirewallFirewall オブジェクトには AWS Network Firewall ファイアウォールに関する詳
細が含まれています。

次の例は、AwsNetworkFirewallFirewall オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示し
ています。AwsNetworkFirewallFirewall 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレン
スの「AwsNetworkFirewallFirewallDetails」を参照してください。

例

"AwsNetworkFirewallFirewall": { 
    "DeleteProtection": false, 
    "FirewallArn": "arn:aws:network-firewall:us-east-1:024665936331:firewall/
testfirewall",  
    "FirewallPolicyArn": "arn:aws:network-firewall:us-east-1:444455556666:firewall-policy/
InitialFirewall", 
    "FirewallId": "dea7d8e9-ae38-4a8a-b022-672a830a99fa", 
    "FirewallName": "testfirewall", 
    "FirewallPolicyChangeProtection": false, 
    "SubnetChangeProtection": false, 
    "SubnetMappings": [ 
        { 
            "SubnetId": "subnet-0183481095e588cdc" 
        }, 
        { 
            "SubnetId": "subnet-01f518fad1b1c90b0" 
        } 
    ], 
    "VpcId": "vpc-40e83c38"
}

AwsNetworkFirewallFirewallPolicy

AwsNetworkFirewallFirewallPolicy オブジェクトは、ファイアウォールポリシーに関する詳細を提
供します。ファイアウォールポリシーは、ネットワークファイアウォールの動作を定義します。
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次の例は、AwsNetworkFirewallFirewallPolicy オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) 
を示しています。AwsNetworkFirewallFirewallPolicy 属性の詳細については、AWS Security Hub 
API リファレンスの「AwsNetworkFirewallFirewallPolicyDetails」を参照してください。

例

"AwsNetworkFirewallFirewallPolicy": { 
   "FirewallPolicy": {   
    "StatefulRuleGroupReferences": [ 
        { 
            "ResourceArn": "arn:aws:network-firewall:us-east-1:444455556666:stateful-
rulegroup/PatchesOnly" 
        } 
    ], 
    "StatelessDefaultActions": [ "aws:forward_to_sfe" ], 
    "StatelessFragmentDefaultActions": [ "aws:forward_to_sfe" ], 
    "StatelessRuleGroupReferences": [ 
       { 
          "Priority": 1, 
          "ResourceArn": "arn:aws:network-firewall:us-east-1:444455556666:stateless-
rulegroup/Stateless-1" 
       } 
     ] 
   }, 
   "FirewallPolicyArn": "arn:aws:network-firewall:us-east-1:444455556666:firewall-policy/
InitialFirewall", 
   "FirewallPolicyId": "9ceeda22-6050-4048-a0ca-50ce47f0cc65", 
   "FirewallPolicyName": "InitialFirewall", 
   "Description": "Initial firewall"
}

AwsNetworkFirewallRuleGroup

AwsNetworkFirewallRuleGroup オブジェクトは、AWS Network Firewall ルールグループに関する詳
細を提供します。ルールグループはネットワークトラフィックを検査および制御するために使用します。
ステートレスルールグループは、個々のパケットに適用されます。ステートフルルールグループは、トラ
フィックフローのコンテキスト内のパケットに適用されます。

ルールグループは、ファイアウォールポリシーで参照されます。

次の例は、AwsNetworkFirewallRuleGroup オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示し
ています。AwsNetworkFirewallRuleGroup 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレ
ンスの「AwsNetworkFirewallRuleGroupDetails」を参照してください。

例 - ステートレスルールグループ

"AwsNetworkFirewallRuleGroup": { 
    "Capacity": 600, 
    "RuleGroupArn": "arn:aws:network-firewall:us-east-1:444455556666:stateless-rulegroup/
Stateless-1", 
    "RuleGroupId": "fb13c4df-b6da-4c1e-91ec-84b7a5487493", 
    "RuleGroupName": "Stateless-1" 
    "Description": "Example of a stateless rule group", 
    "Type": "STATELESS", 
    "RuleGroup": { 
        "RulesSource": { 
            "StatelessRulesAndCustomActions": { 
                "CustomActions": [], 
                "StatelessRules": [ 
                    { 
                        "Priority": 1, 
                        "RuleDefinition": { 
                            "Actions": [ 
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                                "aws:pass" 
                            ], 
                            "MatchAttributes": { 
                                "DestinationPorts": [ 
                                    { 
                                        "FromPort": 443, 
                                        "ToPort": 443 
                                    } 
                                ], 
                                "Destinations": [ 
                                    { 
                                        "AddressDefinition": "192.0.2.0/24" 
                                    } 
                                ], 
                                "Protocols": [ 
                                            6 
                                ], 
                                "SourcePorts": [ 
                                    { 
                                        "FromPort": 0, 
                                        "ToPort": 65535 
                                    } 
                                ], 
                                "Sources": [ 
                                    { 
                                         "AddressDefinition": "198.51.100.0/24" 
                                    } 
                                ] 
                            } 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
}

例 - ステートフルルールグループ

"AwsNetworkFirewallRuleGroup": { 
    "Capacity": 100, 
    "RuleGroupArn": "arn:aws:network-firewall:us-east-1:444455556666:stateful-rulegroup/
tupletest", 
    "RuleGroupId": "38b71c12-da80-4643-a6c5-03337f8933e0", 
    "RuleGroupName": "ExampleRuleGroup", 
    "Description": "Example of a stateful rule group", 
    "Type": "STATEFUL", 
    "RuleGroup": { 
        "RuleSource": { 
             "StatefulRules": [ 
                 { 
                     "Action": "PASS", 
                     "Header": { 
                         "Destination": "Any", 
                         "DestinationPort": "443", 
                         "Direction": "ANY", 
                         "Protocol": "TCP", 
                         "Source": "Any", 
                         "SourcePort": "Any" 
                     }, 
                     "RuleOptions": [ 
                         { 
                            "Keyword": "sid:1" 
                         } 
                     ]       
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                 } 
             ] 
         } 
    }
}

以下は、AwsNetworkFirewallRuleGroup 属性の、有効な値の例の一覧です。

• Action

有効な値: PASS | DROP | ALERT
• Protocol

有効な値: IP | TCP | UDP | ICMP | HTTP | FTP | TLS | SMB | DNS | DCERPC | SSH | SMTP | IMAP | MSN |
KRB5 | IKEV2 | TFTP | NTP | DHCP

• Flags

有効な値: FIN | SYN | RST | PSH | ACK | URG | ECE | CWR
• Masks

有効な値: FIN | SYN | RST | PSH | ACK | URG | ECE | CWR

AwsOpenSearchService
ここでは、AwsOpenSearchService リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。

AwsOpenSearchServiceDomain

AwsOpenSearchServiceDomain オブジェクトには、Amazon OpenSearch Service ドメインに関する情
報が含まれています。

次の例は、AwsOpenSearchServiceDomain オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示し
ています。AwsOpenSearchServiceDomain 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレン
スの「AwsOpenSearchServiceDomainDetails」を参照してください。

例

"AwsOpenSearchServiceDomain": { 
    "AccessPolicies": "IAM_Id", 
    "AdvancedSecurityOptions": { 
        "Enabled": true, 
        "InternalUserDatabaseEnabled": true, 
        "MasterUserOptions": { 
            "MasterUserArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/third-master-use", 
            "MasterUserName": "third-master-use", 
            "MasterUserPassword": "some-password" 
        } 
    }, 
    "Arn": "arn:aws:Opensearch:us-east-1:111122223333:somedomain", 
    "ClusterConfig": { 
        "InstanceType": "c5.large.search", 
        "InstanceCount": 1, 
        "DedicatedMasterEnabled": true, 
        "ZoneAwarenessEnabled": false, 
        "ZoneAwarenessConfig": { 
            "AvailabilityZoneCount": 2 
        }, 
        "DedicatedMasterType": "c5.large.search", 
        "DedicatedMasterCount": 3, 
        "WarmEnabled": true, 
        "WarmCount": 3, 
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        "WarmType": "ultrawarm1.large.search" 
    }, 
    "DomainEndpoint": "https://es-2021-06-23t17-04-qowmgghud5vofgb5e4wmi.eu-
central-1.es.amazonaws.com", 
    "DomainEndpointOptions": { 
        "EnforceHTTPS": false, 
        "TLSSecurityPolicy": "Policy-Min-TLS-1-0-2019-07", 
        "CustomEndpointCertificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:111122223333:certificate/
bda1bff1-79c0-49d0-abe6-50a15a7477d4", 
        "CustomEndpointEnabled": true, 
        "CustomEndpoint": "example.com" 
    }, 
    "DomainEndpoints": { 
        "vpc": "vpc-endpoint-h2dsd34efgyghrtguk5gt6j2foh4.us-east-1.es.amazonaws.com" 
    }, 
    "DomainName": "my-domain", 
    "EncryptionAtRestOptions": { 
        "Enabled": false, 
        "KmsKeyId": "1a2a3a4-1a2a-3a4a-5a6a-1a2a3a4a5a6a" 
    }, 
    "EngineVersion": "7.1", 
    "Id": "123456789012", 
    "LogPublishingOptions": { 
        "IndexSlowLogs": { 
            "CloudWatchLogsLogGroupArn": "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/
aws/aes/domains/es-index-slow-logs", 
            "Enabled": true 
        }, 
        "SearchSlowLogs": { 
            "CloudWatchLogsLogGroupArn": "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/
aws/aes/domains/es-slow-logs", 
            "Enabled": true 
        }, 
        "AuditLogs": { 
            "CloudWatchLogsLogGroupArn": "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/
aws/aes/domains/es-slow-logs", 
            "Enabled": true 
        } 
    }, 
    "NodeToNodeEncryptionOptions": { 
        "Enabled": true 
    }, 
    "ServiceSoftwareOptions": { 
        "AutomatedUpdateDate": "2022-04-28T14:08:37.000Z", 
        "Cancellable": false, 
        "CurrentVersion": "R20210331", 
        "Description": "There is no software update available for this domain.", 
        "NewVersion": "OpenSearch_1.0", 
        "UpdateAvailable": false, 
        "UpdateStatus": "COMPLETED", 
        "OptionalDeployment": false 
    }, 
    "VpcOptions": { 
        "SecurityGroupIds": [ 
            "sg-2a3a4a5a" 
        ], 
        "SubnetIds": [ 
            "subnet-1a2a3a4a" 
        ], 
    }
}

AwsRds
ここでは、AwsRds リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。
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AwsRdsDbCluster

AwsRdsDbCluster オブジェクトは、Amazon RDS データベースクラスターの詳細を提供します。

次の例は、AwsRdsDbCluster オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsRdsDbCluster 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsRdsDbClusterDetails」を参照してください。

Example

"AwsRdsDbCluster": { 
    "AllocatedStorage": 1, 
    "AvailabilityZones": [ 
        "us-east-1c", 
        "us-east-1e", 
        "us-east-1a" 
    ], 
    "BackupRetentionPeriod": 1, 
    "DatabaseName": "", 
    "Status": "modifying", 
    "Endpoint": "database-3.cluster-example.us-east-1.rds.amazonaws.com", 
    "ReaderEndpoint": "database-3.cluster-ro-example.us-east-1.rds.amazonaws.com", 
    "CustomEndpoints": [], 
    "MultiAz": false, 
    "Engine": "aurora-mysql", 
    "EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.03.4", 
    "Port": 3306, 
    "MasterUsername": "admin", 
    "PreferredBackupWindow": "04:52-05:22", 
    "PreferredMaintenanceWindow": "sun:09:32-sun:10:02", 
    "ReadReplicaIdentifiers": [], 
    "VpcSecurityGroups": [ 
        { 
            "VpcSecurityGroupId": "sg-example-1", 
            "Status": "active" 
        } 
    ], 
    "HostedZoneId": "ZONE1", 
    "StorageEncrypted": true, 
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:777788889999:key/key1", 
    "DbClusterResourceId": "cluster-example", 
    "AssociatedRoles": [ 
        { 
        "RoleArn": "arn:aws:iam::777788889999:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS", 
        "Status": "PENDING" 
        } 
    ], 
    "ClusterCreateTime": "2020-06-22T17:40:12.322Z", 
    "EnabledCloudwatchLogsExports": [ 
        "audit", 
        "error", 
        "general", 
        "slowquery" 
    ], 
    "EngineMode": "provisioned", 
    "DeletionProtection": false, 
    "HttpEndpointEnabled": false, 
    "ActivityStreamStatus": "stopped", 
    "CopyTagsToSnapshot": true, 
    "CrossAccountClone": false, 
    "DomainMemberships": [], 
    "DbClusterParameterGroup": "cluster-parameter-group", 
    "DbSubnetGroup": "subnet-group", 
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    "DbClusterOptionGroupMemberships": [], 
    "DbClusterIdentifier": "database-3", 
    "DbClusterMembers": [ 
        { 
        "IsClusterWriter": true, 
        "PromotionTier": 1, 
        "DbInstanceIdentifier": "database-3-instance-1", 
        "DbClusterParameterGroupStatus": "in-sync" 
        } 
    ], 
    "IamDatabaseAuthenticationEnabled": false
}

AwsRdsDbClusterSnapshot

AwsRdsDbClusterSnapshot オブジェクトには、Amazon RDS DB クラスタースナップショットに関す
る情報が含まれています。

次の例は、AwsRdsDbClusterSnapshot オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsRdsDbClusterSnapshot 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsRdsDbClusterSnapshotDetails」を参照してください。

例

"AwsRdsDbClusterSnaphot": { 
    "AvailabilityZones": [ 
        "us-east-1a", 
        "us-east-1d", 
        "us-east-1e" 
    ], 
    "SnapshotCreateTime": "2020-06-22T17:40:12.322Z", 
    "Engine": "aurora", 
    "AllocatedStorage": 0, 
    "Status": "available", 
    "Port": 0, 
    "VpcId": "vpc-faf7e380", 
    "ClusterCreateTime": "2020-06-12T13:23:15.577Z", 
    "MasterUsername": "admin", 
    "EngineVersion": "5.6.10a", 
    "LicenseModel": "aurora", 
    "SnapshotType": "automated", 
    "PercentProgress": 100, 
    "StorageEncrypted": true, 
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:777788889999:key/key1", 
    "DbClusterIdentifier": "database-2", 
    "DbClusterSnapshotIdentifier": "rds:database-2-2020-06-23-03-52", 
    "IamDatabaseAuthenticationEnabled": false
}

AwsRdsDbInstance

AwsRdsDbInstance オブジェクトは、Amazon RDS DB インスタンスに関する詳細を提供します。

次の例は、AwsRdsDbInstance オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsRdsDbInstance 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsRdsDbInstanceDetails」を参照してください。

例

"AwsRdsDbInstance": { 

199

https://docs.aws.amazon.com/securityhub/1.0/APIReference/API_AwsRdsDbClusterSnapshotDetails.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/1.0/APIReference/API_AwsRdsDbInstanceDetails.html


AWS Security Hub ユーザーガイド
ASFF の例

    "AllocatedStorage": 20, 
    "AssociatedRoles": [], 
    "AutoMinorVersionUpgrade": true, 
    "AvailabilityZone": "us-east-1d", 
    "BackupRetentionPeriod": 7, 
    "CaCertificateIdentifier": "certificate1", 
    "CharacterSetName": "", 
    "CopyTagsToSnapshot": true, 
    "DbClusterIdentifier": "", 
    "DbInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:111122223333:db:database-1", 
    "DbInstanceClass": "db.t2.micro", 
    "DbInstanceIdentifier": "database-1", 
    "DbInstancePort": 0, 
    "DbInstanceStatus": "available", 
    "DbiResourceId": "db-EXAMPLE123", 
    "DbName": "", 
    "DbParameterGroups": [ 
        { 
            "DbParameterGroupName": "default.mysql5.7", 
            "ParameterApplyStatus": "in-sync" 
        } 
    ], 
    "DbSecurityGroups": [],                                                                 
                                                                                            
                                       
    "DbSubnetGroup": { 
        "DbSubnetGroupName": "my-group-123abc", 
        "DbSubnetGroupDescription": "My subnet group", 
        "VpcId": "vpc-example1", 
        "SubnetGroupStatus": "Complete", 
        "Subnets": [ 
            { 
                "SubnetIdentifier": "subnet-123abc", 
                "SubnetAvailabilityZone": { 
                    "Name": "us-east-1d" 
                }, 
                "SubnetStatus": "Active" 
            }, 
            { 
                "SubnetIdentifier": "subnet-456def", 
                "SubnetAvailabilityZone": { 
                    "Name": "us-east-1c" 
                }, 
                "SubnetStatus": "Active" 
            } 
      ], 
        "DbSubnetGroupArn": "" 
    }, 
    "DeletionProtection": false, 
    "DomainMemberships": [], 
    "EnabledCloudWatchLogsExports": [], 
    "Endpoint": { 
        "address": "database-1.example.us-east-1.rds.amazonaws.com", 
        "port": 3306, 
        "hostedZoneId": "ZONEID1" 
    }, 
    "Engine": "mysql", 
    "EngineVersion": "5.7.22", 
    "EnhancedMonitoringResourceArn": "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-
group:Example:log-stream:db-EXAMPLE1", 
    "IamDatabaseAuthenticationEnabled": false, 
    "InstanceCreateTime": "2020-06-22T17:40:12.322Z", 
    "Iops": "", 
    "KmsKeyId": "", 
    "LatestRestorableTime": "2020-06-24T05:50:00.000Z", 
    "LicenseModel": "general-public-license", 
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    "ListenerEndpoint": "", 
    "MasterUsername": "admin", 
    "MaxAllocatedStorage": 1000, 
    "MonitoringInterval": 60, 
    "MonitoringRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/rds-monitoring-role", 
    "MultiAz": false, 
    "OptionGroupMemberships": [ 
        { 
            "OptionGroupName": "default:mysql-5-7", 
            "Status": "in-sync" 
        } 
    ], 
    "PreferredBackupWindow": "03:57-04:27", 
    "PreferredMaintenanceWindow": "thu:10:13-thu:10:43", 
    "PendingModifiedValues": { 
        "DbInstanceClass": "", 
        "AllocatedStorage": "", 
        "MasterUserPassword": "", 
        "Port": "", 
        "BackupRetentionPeriod": "", 
        "MultiAZ": "", 
        "EngineVersion": "", 
        "LicenseModel": "", 
        "Iops": "", 
        "DbInstanceIdentifier": "", 
        "StorageType": "", 
        "CaCertificateIdentifier": "", 
        "DbSubnetGroupName": "", 
        "PendingCloudWatchLogsExports": "", 
        "ProcessorFeatures": [] 
    }, 
    "PerformanceInsightsEnabled": false, 
    "PerformanceInsightsKmsKeyId": "", 
    "PerformanceInsightsRetentionPeriod": "", 
    "ProcessorFeatures": [], 
    "PromotionTier": "", 
    "PubliclyAccessible": false, 
    "ReadReplicaDBClusterIdentifiers": [], 
    "ReadReplicaDBInstanceIdentifiers": [], 
    "ReadReplicaSourceDBInstanceIdentifier": "", 
    "SecondaryAvailabilityZone": "", 
    "StatusInfos": [], 
    "StorageEncrypted": false, 
    "StorageType": "gp2", 
    "TdeCredentialArn": "", 
    "Timezone": "", 
    "VpcSecurityGroups": [ 
        { 
            "VpcSecurityGroupId": "sg-example1", 
            "Status": "active" 
        } 
    ]
}

AwsRdsDbSecurityGroup

AwsRdsDbSecurityGroup オブジェクトには、Amazon Relational Database Service に関する情報が含
まれます。

次の例は、AwsRdsDbSecurityGroup オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsRdsDbSecurityGroup 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsRdsDbSecurityGroupDetails」を参照してください。

例
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"AwsRdsDbSecurityGroup": { 
    "DbSecurityGroupArn": "arn:aws:rds:us-west-1:111122223333:secgrp:default", 
    "DbSecurityGroupDescription": "default", 
    "DbSecurityGroupName": "mysecgroup", 
    "Ec2SecurityGroups": [ 
        { 
          "Ec2SecurityGroupuId": "myec2group", 
          "Ec2SecurityGroupName": "default", 
          "Ec2SecurityGroupOwnerId": "987654321021", 
          "Status": "authorizing" 
        } 
    ], 
    "IpRanges": [ 
        { 
          "Cidrip": "0.0.0.0/0", 
          "Status": "authorizing" 
        } 
    ], 
    "OwnerId": "123456789012", 
    "VpcId": "vpc-1234567f"
}

AwsRdsDbSnapshot

AwsRdsDbSnapshot オブジェクトには、Amazon RDS DB クラスタースナップショットに関する詳細が
含まれています。

次の例は、AwsRdsDbSnapshot オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsRdsDbSnapshot 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsRdsDbSnapshotDetails」を参照してください。

例

"AwsRdsDbSnapshot": { 
    "DbSnapshotIdentifier": "rds:database-1-2020-06-22-17-41", 
    "DbInstanceIdentifier": "database-1", 
    "SnapshotCreateTime": "2020-06-22T17:41:29.967Z", 
    "Engine": "mysql", 
    "AllocatedStorage": 20, 
    "Status": "available", 
    "Port": 3306, 
    "AvailabilityZone": "us-east-1d", 
    "VpcId": "vpc-example1", 
    "InstanceCreateTime": "2020-06-22T17:40:12.322Z", 
    "MasterUsername": "admin", 
    "EngineVersion": "5.7.22", 
    "LicenseModel": "general-public-license", 
    "SnapshotType": "automated", 
    "Iops": null, 
    "OptionGroupName": "default:mysql-5-7", 
    "PercentProgress": 100, 
    "SourceRegion": null, 
    "SourceDbSnapshotIdentifier": "", 
    "StorageType": "gp2", 
    "TdeCredentialArn": "", 
    "Encrypted": false, 
    "KmsKeyId": "", 
    "Timezone": "", 
    "IamDatabaseAuthenticationEnabled": false, 
    "ProcessorFeatures": [], 
    "DbiResourceId": "db-resourceexample1"
}
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AwsRdsEventSubscription

AwsRdsEventSubscription には、RDS イベント通知サブスクリプションの詳細が含まれています。サ
ブスクリプションにより、RDS は SNS トピックにイベントを送信できます。

次の例は、AwsRdsEventSubscription オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsRdsEventSubscription 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsRdsEventSubscriptionDetails」を参照してください。

例

"AwsRdsEventSubscription": { 
    "CustSubscriptionId": "myawsuser-secgrp", 
    "CustomerAwsId": "111111111111", 
    "Enabled": true, 
    "EventCategoriesList": [ 
        "configuration change", 
        "failure" 
    ], 
    "EventSubscriptionArn": "arn:aws:rds:us-east-1:111111111111:es:my-instance-events", 
    "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:111111111111:myawsuser-RDS", 
    "SourceIdsList": [ 
        "si-sample", 
        "mysqldb-rr" 
    ], 
    "SourceType": "db-security-group", 
    "Status": "creating", 
    "SubscriptionCreationTime": "2021-06-27T01:38:01.090Z"
}

AwsRedshift

ここでは、AwsRedshift リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。

AwsRedshiftCluster

AwsRedshiftCluster オブジェクトには、Amazon Redshift クラスターに関する詳細が含まれていま
す。

次の例は、AwsRedshiftCluster オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsRedshiftCluster 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsRedshiftClusterDetails」を参照してください。

例

"AwsRedshiftCluster": { 
    "AllowVersionUpgrade": true, 
    "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 1, 
    "AvailabilityZone": "us-west-2d", 
    "ClusterAvailabilityStatus": "Unavailable", 
    "ClusterCreateTime": "2020-08-03T19:22:44.637Z", 
    "ClusterIdentifier": "redshift-cluster-1", 
    "ClusterNodes": [ 
        { 
            "NodeRole": "LEADER", 
            "PrivateIPAddress": "192.0.2.108", 
            "PublicIPAddress": "198.51.100.29" 
        }, 
        { 
            "NodeRole": "COMPUTE-0", 
            "PrivateIPAddress": "192.0.2.22", 
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            "PublicIPAddress": "198.51.100.63" 
        }, 
        { 
             "NodeRole": "COMPUTE-1", 
             "PrivateIPAddress": "192.0.2.224", 
             "PublicIPAddress": "198.51.100.226" 
        } 
        ], 
    "ClusterParameterGroups": [ 
        {  
            "ClusterParameterStatusList": [ 
                { 
                    "ParameterName": "max_concurrency_scaling_clusters", 
                    "ParameterApplyStatus": "in-sync", 
                    "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription" 
                }, 
                { 
                    "ParameterName": "enable_user_activity_logging", 
                    "ParameterApplyStatus": "in-sync", 
                    "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription" 
                }, 
                { 
                    "ParameterName": "auto_analyze", 
                    "ParameterApplyStatus": "in-sync", 
                    "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription" 
                }, 
                { 
                    "ParameterName": "query_group", 
                    "ParameterApplyStatus": "in-sync", 
                    "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription" 
                }, 
                { 
                    "ParameterName": "datestyle", 
                    "ParameterApplyStatus": "in-sync", 
                    "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription" 
                }, 
                { 
                    "ParameterName": "extra_float_digits", 
                    "ParameterApplyStatus": "in-sync", 
                    "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription" 
                }, 
                { 
                    "ParameterName": "search_path", 
                    "ParameterApplyStatus": "in-sync", 
                    "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription" 
                }, 
                { 
                    "ParameterName": "statement_timeout", 
                    "ParameterApplyStatus": "in-sync", 
                    "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription" 
                }, 
                { 
                    "ParameterName": "wlm_json_configuration", 
                    "ParameterApplyStatus": "in-sync", 
                    "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription" 
                }, 
                { 
                    "ParameterName": "require_ssl", 
                    "ParameterApplyStatus": "in-sync", 
                    "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription" 
                }, 
                { 
                    "ParameterName": "use_fips_ssl", 
                    "ParameterApplyStatus": "in-sync", 
                    "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription" 
                } 
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            ], 
            "ParameterApplyStatus": "in-sync", 
            "ParameterGroupName": "temp" 
        } 
    ],  
    "ClusterPublicKey": "JalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY Amazon-Redshift", 
    "ClusterRevisionNumber": 17498, 
    "ClusterSecurityGroups": [ 
        { 
            "ClusterSecurityGroupName": "default", 
            "Status": "active" 
        } 
    ], 
    "ClusterSnapshotCopyStatus": { 
        "DestinationRegion": "us-west-2", 
        "ManualSnapshotRetentionPeriod": -1, 
        "RetentionPeriod": 1, 
        "SnapshotCopyGrantName": "snapshotCopyGrantName" 
    }, 
    "ClusterStatus": "available", 
    "ClusterSubnetGroupName": "default", 
    "ClusterVersion": "1.0", 
    "DBName": "dev", 
    "DeferredMaintenanceWindows": [ 
        { 
            "DeferMaintenanceEndTime": "2020-10-07T20:34:01.000Z", 
            "DeferMaintenanceIdentifier": "deferMaintenanceIdentifier", 
            "DeferMaintenanceStartTime": "2020-09-07T20:34:01.000Z" 
        } 
     ], 
    "ElasticIpStatus": { 
        "ElasticIp": "203.0.113.29", 
        "Status": "active" 
    }, 
    "ElasticResizeNumberOfNodeOptions": "4",   
    "Encrypted": false, 
    "Endpoint": { 
        "Address": "redshift-cluster-1.example.us-west-2.redshift.amazonaws.com", 
        "Port": 5439 
    }, 
    "EnhancedVpcRouting": false, 
    "ExpectedNextSnapshotScheduleTime": "2020-10-13T20:34:01.000Z", 
    "ExpectedNextSnapshotScheduleTimeStatus": "OnTrack", 
    "HsmStatus": { 
        "HsmClientCertificateIdentifier": "hsmClientCertificateIdentifier", 
        "HsmConfigurationIdentifier": "hsmConfigurationIdentifier", 
        "Status": "applying" 
    }, 
    "IamRoles": [ 
        { 
             "ApplyStatus": "in-sync", 
             "IamRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/RedshiftCopyUnload"    
        } 
    ], 
    "KmsKeyId": "kmsKeyId", 
    "LoggingStatus": { 
        "BucketName": "test-bucket", 
        "LastFailureMessage": "test message", 
        "LastFailureTime": "2020-08-09T13:00:00.000Z", 
        "LastSuccessfulDeliveryTime": "2020-08-08T13:00:00.000Z", 
        "LoggingEnabled": true, 
        "S3KeyPrefix": "/" 
    }, 
    "MaintenanceTrackName": "current", 
    "ManualSnapshotRetentionPeriod": -1, 
    "MasterUsername": "awsuser", 
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    "NextMaintenanceWindowStartTime": "2020-08-09T13:00:00.000Z", 
    "NodeType": "dc2.large", 
    "NumberOfNodes": 2, 
    "PendingActions": [], 
    "PendingModifiedValues": { 
        "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 0, 
        "ClusterIdentifier": "clusterIdentifier", 
        "ClusterType": "clusterType", 
        "ClusterVersion": "clusterVersion", 
        "EncryptionType": "None", 
        "EnhancedVpcRouting": false, 
        "MaintenanceTrackName": "maintenanceTrackName", 
        "MasterUserPassword": "masterUserPassword", 
        "NodeType": "dc2.large", 
        "NumberOfNodes": 1, 
        "PubliclyAccessible": true 
    }, 
    "PreferredMaintenanceWindow": "sun:13:00-sun:13:30", 
    "PubliclyAccessible": true, 
    "ResizeInfo": { 
        "AllowCancelResize": true, 
        "ResizeType": "ClassicResize" 
    }, 
    "RestoreStatus": { 
        "CurrentRestoreRateInMegaBytesPerSecond": 15, 
        "ElapsedTimeInSeconds": 120, 
        "EstimatedTimeToCompletionInSeconds": 100, 
        "ProgressInMegaBytes": 10, 
        "SnapshotSizeInMegaBytes": 1500, 
        "Status": "restoring" 
    }, 
    "SnapshotScheduleIdentifier": "snapshotScheduleIdentifier", 
    "SnapshotScheduleState": "ACTIVE", 
     "VpcId": "vpc-example", 
    "VpcSecurityGroups": [ 
        { 
            "Status": "active", 
            "VpcSecurityGroupId": "sg-example" 
        } 
    ]
}

AwsS3
ここでは、AwsS3 リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。

AwsS3AccountPublicAccessBlock

AwsS3AccountPublicAccessBlock は、アカウントの Amazon S3 パブリックアクセスブロックに関す
る情報を提供します。

次の例は、AwsS3AccountPublicAccessBlock オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を
示しています。AwsS3AccountPublicAccessBlock 属性の詳細については、AWS Security Hub API リ
ファレンスの「AwsS3AccountPublicAccessBlockDetails」を参照してください。

例

"AwsS3AccountPublicAccessBlock": { 
    "BlockPublicAcls": true, 
    "BlockPublicPolicy": true, 
    "IgnorePublicAcls": false, 
    "RestrictPublicBuckets": true
}
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AwsS3Bucket

AwsS3Bucket オブジェクトは、Amazon S3 バケットに関する詳細を提供します。

次の例は、AwsS3Bucket オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsS3Bucket 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsS3BucketDetails」を参照してください。

例

"AwsS3Bucket": { 
    "OwnerId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
    "OwnerName": "s3bucketowner", 
    "CreatedAt": "2007-11-30T01:46:56.000Z", 
    "ServerSideEncryptionConfiguration": { 
        "Rules": [ 
            { 
                "ApplyServerSideEncryptionByDefault": { 
                    "SSEAlgorithm": "AES256", 
                    "KMSMasterKeyID": "12345678-abcd-abcd-abcd-123456789012" 
                } 
            } 
        ] 
     }, 
    "BucketLifecycleConfiguration": { 
       "Rules": [ 
           { 
               "AbortIncompleteMultipartUpload": { 
                   "DaysAfterInitiation": 5 
               }, 
               "ExpirationDate": "2021-11-10T00:00:00.000Z", 
               "ExpirationInDays": 365, 
               "ExpiredObjectDeleteMarker": false, 
               "Filter: { 
                   "Predicate": { 
                       "Operands": [ 
                           { 
                               "Prefix": "tmp/", 
                               "Type": "LifecyclePrefixPredicate" 
                           }, 
                           { 
                               "Tag": { 
                                   "Key": "ArchiveAge", 
                                   "Value": "9m" 
                               }, 
                               "Type": "LifecycleTagPredicate" 
                           } 
                       ], 
                       "Type": "LifecycleAndOperator" 
                   } 
               }, 
               "ID": "Move rotated logs to Glacier", 
               "NoncurrentVersionExpirationInDays": -1, 
               "NoncurrentVersionTransitions": [ 
                   { 
                       "Days": 2, 
                       "StorageClass": "GLACIER" 
                   } 
               ], 
               "Prefix": "rotated/", 
               "Status": "Enabled", 
               "Transitions": [ 
                   { 
                       "Date": "2020-11-10T00:00:00.000Z", 
                       "Days": 100, 
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                       "StorageClass": "GLACIER" 
                   } 
               ] 
           } 
       ] 
    }, 
    "PublicAccessBlockConfiguration": { 
        "BlockPublicAcls": true, 
        "BlockPublicPolicy": true, 
        "IgnorePublicAcls": true, 
        "RestrictPublicBuckets": true, 
    }
}

AwsS3Object

AwsS3Object オブジェクトは、Amazon S3 オブジェクトに関する情報を提供します。

次の例は、AwsS3Object オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsS3Object 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsS3ObjectDetails」を参照してください。

例

"AwsS3Object": { 
    "ContentType": "text/html", 
    "ETag": "\"30a6ec7e1a9ad79c203d05a589c8b400\"", 
    "LastModified": "2012-04-23T18:25:43.511Z", 
    "ServerSideEncryption": "aws:kms", 
    "SSEKMSKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/4dff8393-e225-4793-
a9a0-608ec069e5a7", 
    "VersionId": "ws31OurgOOjH_HHllIxPE35P.MELYaYh"
}

AwsSageMaker
ここでは、AwsSageMaker リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。

AwsSageMakerNotebookInstance

AwsSageMakerNotebookInstance オブジェクトは、Jupyter Notebook アプリを実行する機械学習コン
ピューティングインスタンスである、Amazon SageMaker ノートブックインスタンスに関する情報を提供
します。

次の例は、AwsSageMakerNotebookInstance オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示
しています。AwsSageMakerNotebookInstance 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リ
ファレンス」の「AwsSageMakerNotebookInstanceDetails」を参照してください。

例

"AwsSageMakerNotebookInstance": { 
    "DirectInternetAccess": "Disabled", 
    "InstanceMetadataServiceConfiguration": { 
     "MinimumInstanceMetadataServiceVersion": "1", 
    }, 
    "InstanceType": "ml.t2.medium", 
    "LastModifiedTime": "2022-09-09 22:48:32.012000+00:00", 
    "NetworkInterfaceId": "eni-06c09ac2541a1bed3", 
    "NotebookInstanceArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:001098605940:notebook-instance/
sagemakernotebookinstancerootaccessdisabledcomplia-8myjcyofzixm", 
    "NotebookInstanceName": 
 "SagemakerNotebookInstanceRootAccessDisabledComplia-8MYjcyofZiXm", 
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    "NotebookInstanceStatus": "InService", 
    "PlatformIdentifier": "notebook-al1-v1", 
    "RoleArn": "arn:aws:iam::001098605940:role/sechub-SageMaker-1-scenar-
SageMakerCustomExecution-1R0X32HGC38IW", 
    "RootAccess": "Disabled", 
    "SecurityGroups": [ 
     "sg-06b347359ab068745" 
    ], 
    "SubnetId": "subnet-02c0deea5fa64578e", 
    "Url": "sagemakernotebookinstancerootaccessdisabledcomplia-8myjcyofzixm.notebook.us-
east-1.sagemaker.aws", 
    "VolumeSizeInGB": 5
}

AwsSecretsManager

ここでは、AwsSecretsManager リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。

AwsSecretsManagerSecret

AwsSecretsManagerSecret オブジェクトは、Secrets Manager シークレットの詳細を提供します。

次の例は、AwsSecretsManagerSecret オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsSecretsManagerSecret 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsSecretsManagerSecretDetails」を参照してください。

例

"AwsSecretsManagerSecret": { 
    "RotationRules": { 
        "AutomaticallyAfterDays": 30 
    }, 
    "RotationOccurredWithinFrequency": true, 
    "KmsKeyId": "kmsKeyId", 
    "RotationEnabled": true, 
    "RotationLambdaArn": "arn:aws:lambda:us-
west-2:777788889999:function:MyTestRotationLambda", 
    "Deleted": false, 
    "Name": "MyTestDatabaseSecret", 
    "Description": "My test database secret"
}

AwsSns

ここでは、AwsSns リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。

AwsSnsTopic

AwsSnsTopic オブジェクトには、Amazon Simple Notification Service トピックの詳細が含まれていま
す。

次の例は、AwsSnsTopic オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsSnsTopic 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsSnsTopicDetails」を参照してください。

例

"AwsSnsTopic": { 
    "ApplicationSuccessFeedbackRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
ApplicationSuccessFeedbackRoleArn",                         
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    "FirehoseFailureFeedbackRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
FirehoseFailureFeedbackRoleArn", 
    "FirehoseSuccessFeedbackRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
FirehoseSuccessFeedbackRoleArn", 
    "HttpFailureFeedbackRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
HttpFailureFeedbackRoleArn", 
    "HttpSuccessFeedbackRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
HttpSuccessFeedbackRoleArn",                          
    "KmsMasterKeyId": "alias/ExampleAlias", 
    "Owner": "123456789012", 
    "SqsFailureFeedbackRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
SqsFailureFeedbackRoleArn", 
    "SqsSuccessFeedbackRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
SqsSuccessFeedbackRoleArn",                          
    "Subscription": { 
         "Endpoint": "http://sampleendpoint.com", 
         "Protocol": "http" 
    }, 
    "TopicName": "SampleTopic"
}

AwsSqs
ここでは、AwsSqs リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。

AwsSqsQueue

AwsSqsQueue オブジェクトには、Amazon Simple Queue Service キューに関する情報が含まれていま
す。

次の例は、AwsSqsQueue オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsSqsQueue 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsSqsQueueDetails」を参照してください。

例

"AwsSqsQueue": { 
    "DeadLetterTargetArn": "arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:queue/target", 
    "KmsDataKeyReusePeriodSeconds": 60,, 
    "KmsMasterKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab", 
    "QueueName": "sample-queue"
}

AwsSsm
ここでは、AwsSsm リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。

AwsSsmPatchCompliance

AwsSsmPatchCompliance オブジェクトは、インスタンスにパッチを適用する際に使用したパッチベー
スラインに基づいて、インスタンスのパッチの状態に関する情報を提供します。

次の例は、AwsSsmPatchCompliance オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsSsmPatchCompliance 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsSsmPatchComplianceDetails」を参照してください。

例

"AwsSsmPatchCompliance": { 
    "Patch": { 
        "ComplianceSummary": { 
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            "ComplianceType": "Patch", 
            "CompliantCriticalCount": 0, 
            "CompliantHighCount": 0, 
            "CompliantInformationalCount": 0, 
            "CompliantLowCount": 0, 
            "CompliantMediumCount": 0, 
            "CompliantUnspecifiedCount": 461, 
            "ExecutionType": "Command", 
            "NonCompliantCriticalCount": 0, 
            "NonCompliantHighCount": 0, 
            "NonCompliantInformationalCount": 0, 
            "NonCompliantLowCount": 0, 
            "NonCompliantMediumCount": 0, 
            "NonCompliantUnspecifiedCount": 0, 
            "OverallSeverity": "UNSPECIFIED", 
            "PatchBaselineId": "pb-0c5b2769ef7cbe587", 
            "PatchGroup": "ExamplePatchGroup", 
            "Status": "COMPLIANT" 
        } 
    }
}

AwsWaf
ここでは、AwsWaf リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。

AwsWafRateBasedRule

AwsWafRateBasedRule オブジェクトには、グローバルリソースの AWS WAF レートベースのルールに
関する詳細が含まれています。AWS WAF レートベースのルールは、リクエストを許可、ブロック、また
はカウントするタイミングを示す設定を提供します。レートベースのルールには、指定した期間に届くリ
クエストの数が含まれます。

次の例は、AwsWafRateBasedRule オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsWafRateBasedRule 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsWafRateBasedRuleDetails」を参照してください。

例

"AwsWafRateBasedRule":{ 
    "MatchPredicates" : [{ 
        "DataId" : "391b7a7e-5f00-40d2-b114-3f27ceacbbb0", 
        "Negated" : "True", 
        "Type" : "IPMatch" , 
    }], 
    "MetricName" : "MetricName", 
    "Name" : "Test", 
    "RateKey" : "IP", 
    "RateLimit" : 235000, 
    "RuleId" : "5dfb4085-f103-4ec6-b39a-d4a0dae5f47f"
}

AwsWafRegionalRateBasedRule

AwsWafRegionalRateBasedRule オブジェクトには、リージョンリソースのレートベースのルールに関
する詳細が含まれています。レートベースのルールは、リクエストを許可、ブロック、またはカウントす
るタイミングを示す設定を提供します。レートベースのルールには、指定した期間に届くリクエストの数
が含まれます。

次の例は、AwsWafRegionalRateBasedRule オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示し
ています。AwsWafRegionalRateBasedRule 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレ
ンスの「AwsWafRegionalRateBasedRuleDetails」を参照してください。
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例

"AwsWafRegionalRateBasedRule":{ 
    "MatchPredicates" : [{ 
        "DataId" : "391b7a7e-5f00-40d2-b114-3f27ceacbbb0", 
        "Negated" : "True", 
        "Type" : "IPMatch" , 
    }], 
    "MetricName" : "MetricName", 
    "Name" : "Test", 
    "RateKey" : "IP", 
    "RateLimit" : 235000, 
    "RuleId" : "5dfb4085-f103-4ec6-b39a-d4a0dae5f47f"
}

AwsWafRegionalRule

AwsWafRegionalRule オブジェクトは、AWS WAF リージョンルールに関する詳細を表示します。この
ルールは、許可、ブロック、またはカウントするウェブリクエストを識別します。

次の例は、AwsWafRegionalRule オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsWafRegionalRule 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsWafRegionalRuleDetails」を参照してください。

例

"AwsWafRegionalRule": {  
    "MetricName": "SampleWAF_Rule__Metric_1", 
    "Name": "bb-waf-regional-rule-not-empty-conditions-compliant", 
    "RuleId": "8f651760-24fa-40a6-a9ed-4b60f1de95fe", 
    "PredicateList": [{ 
        "DataId": "127d9346-e607-4e93-9286-c1296fb5445a", 
        "Negated": false, 
        "Type": "GeoMatch" 
    }]
}

AwsWafRegionalRuleGroup

AwsWafRegionalRuleGroup オブジェクトは、AWS WAF リージョンルールグループに関する詳細を表
示します。ルールグループは、ウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) に追加される事前定義済
みルールのコレクションです。

次の例は、AwsWafRegionalRuleGroup オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsWafRegionalRuleGroup 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsWafRegionalRuleGroupDetails」を参照してください。

例

"AwsWafRegionalRuleGroup": {  
    "MetricName": "SampleWAF_Metric_1", 
    "Name": "bb-WAFClassicRuleGroupWithRuleCompliant", 
    "RuleGroupId": "2012ca6d-e66d-4d9b-b766-bfb03ad77cfb", 
    "Rules": [{ 
        "Action": { 
            "Type": "ALLOW" 
        } 
    }], 
        "Priority": 1, 
        "RuleId": "cdd225da-32cf-4773-8dc5-3bca3ed9c19c", 
        "Type": "REGULAR"
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}
 

AwsWafRegionalWebAcl

AwsWafRegionalWebAcl は、AWS WAF リージョンの Web アクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) 
の詳細を提供します。ウェブ ACL には、許可、ブロック、またはカウントするリクエストを識別するルー
ルが含まれています。

以下は、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の AwsWafRegionalWebAcl 検出の例で
す。AwsApiGatewayV2Stage 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsWafRegionalWebAclDetails」を参照してください。

例

"AwsWafRegionalWebAcl": { 
    "DefaultAction": "ALLOW", 
    "MetricName" : "web-regional-webacl-metric-1", 
    "Name": "WebACL_123", 
    "RulesList": [ 
        { 
            "Action": { 
                "Type": "Block" 
            }, 
            "Priority": 3, 
            "RuleId": "24445857-852b-4d47-bd9c-61f05e4d223c", 
            "Type": "REGULAR", 
            "ExcludedRules": [ 
                { 
                    "ExclusionType": "Exclusion", 
                    "RuleId": "Rule_id_1" 
                } 
            ], 
            "OverrideAction": { 
                "Type": "OVERRIDE" 
            } 
        } 
    ], 
    "WebAclId": "443c76f4-2e72-4c89-a2ee-389d501c1f67"
}

AwsWafRule

AwsWafRule は、AWS WAF ルールに関する情報を提供します。AWS WAF ルールは、許可、ブロック、
またはカウントするウェブリクエストを識別します。

以下は、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の AwsWafRule 検出の例です。AwsApiGatewayV2Stage
属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの「AwsWafRuleDetails」を参照してくださ
い。

例

"AwsWafRule": { 
    "MetricName": "AwsWafRule_Metric_1", 
    "Name": "AwsWafRule_Name_1", 
    "PredicateList": [{ 
        "DataId": "cdd225da-32cf-4773-1dc2-3bca3ed9c19c", 
        "Negated": false, 
        "Type": "GeoMatch" 
    }], 
    "RuleId": "8f651760-24fa-40a6-a9ed-4b60f1de953e"
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}

AwsWafRuleGroup

AwsWafRuleGroup は、AWS WAF ルールグループに関する情報を提供します。AWS WAF ルールグルー
プは、ウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) に追加される事前定義済みルールのコレクション
です。

以下は、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の AwsWafRuleGroup 検出の例で
す。AwsApiGatewayV2Stage 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsWafRuleGroupDetails」を参照してください。

例

"AwsWafRuleGroup": { 
    "MetricName": "SampleWAF_Metric_1", 
    "Name": "bb-WAFRuleGroupWithRuleCompliant", 
    "RuleGroupId": "2012ca6d-e66d-4d9b-b766-bfb03ad77cfb", 
    "Rules": [{ 
        "Action": { 
            "Type": "ALLOW", 
        }, 
        "Priority": 1, 
        "RuleId": "cdd225da-32cf-4773-8dc5-3bca3ed9c19c", 
        "Type": "REGULAR" 
    }]
}

AwsWafv2RuleGroup

AwsWafv2RuleGroup オブジェクトは、AWS WAFV2 ルールグループに関する詳細を提供します。

次の例は、AwsWafv2RuleGroup オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示してい
ます。AwsWafv2RuleGroup 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の
「AwsWafv2RuleGroupDetails」を参照してください。

例

"AwsWafv2RuleGroup": { 
    "Arn": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/rulegroup/wafv2rulegroupasff/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
    "Capacity": 1000, 
    "Description": "Resource for ASFF", 
    "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
    "Name": "wafv2rulegroupasff", 
    "Rules": [{ 
     "Action": { 
     "Allow": { 
      "CustomRequestHandling": { 
       "InsertHeaders": [ 
        { 
        "Name": "AllowActionHeader1Name", 
        "Value": "AllowActionHeader1Value" 
        }, 
        { 
        "Name": "AllowActionHeader2Name", 
        "Value": "AllowActionHeader2Value" 
        } 
       ] 
      } 
     }, 
     "Name": "RuleOne", 
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     "Priority": 1, 
     "VisibilityConfig": { 
      "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
      "MetricName": "rulegroupasff", 
      "SampledRequestsEnabled": false 
     } 
    }], 
    "VisibilityConfig": { 
     "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
     "MetricName": "rulegroupasff", 
     "SampledRequestsEnabled": false 
    }
}

AwsWafWebAcl

AwsWafWebAcl オブジェクトは、AWS WAF ウェブ ACL の詳細を提供します。

次の例は、AwsWafWebAcl オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsWafWebAcl 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsWafWebAclDetails」を参照してください。

例

"AwsWafWebAcl": { 
    "DefaultAction": "ALLOW", 
    "Name": "MyWafAcl", 
    "Rules": [ 
        { 
            "Action": { 
                "Type": "ALLOW" 
            }, 
            "ExcludedRules": [ 
                { 
                    "RuleId": "5432a230-0113-5b83-bbb2-89375c5bfa98" 
                } 
            ], 
            "OverrideAction": { 
                "Type": "NONE" 
            }, 
            "Priority": 1, 
            "RuleId": "5432a230-0113-5b83-bbb2-89375c5bfa98", 
            "Type": "REGULAR" 
        } 
    ], 
    "WebAclId": "waf-1234567890"
}

AwsWafv2WebAcl

AwsWafv2WebAcl オブジェクトは、AWS WAFV2 ウェブ ACL の詳細を提供します。

次の例は、AwsWafv2WebAcl オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示してい
ます。AwsWafv2WebAcl 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の
「AwsWafv2WebAclDetails」を参照してください。

例

"AwsWafv2WebAcl": { 
    "Arn": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:regional/webacl/WebACL-RoaD4QexqSxG/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
    "Capacity": 1326, 
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    "CaptchaConfig": { 
     "ImmunityTimeProperty": { 
      "ImmunityTime": 500 
     } 
    }, 
    "DefaultAction": { 
     "Block": {} 
    }, 
    "Description": "Web ACL for JsonBody testing", 
    "ManagedbyFirewallManager": false, 
    "Name": "WebACL-RoaD4QexqSxG", 
    "Rules": [{ 
     "Action": { 
      "RuleAction": { 
       "Block": {} 
      } 
     }, 
     "Name": "TestJsonBodyRule", 
     "Priority": 1, 
     "VisibilityConfig": { 
      "SampledRequestsEnabled": true, 
      "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
      "MetricName": "JsonBodyMatchMetric" 
     } 
    }], 
    "VisibilityConfig": { 
     "SampledRequestsEnabled": true, 
     "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
     "MetricName": "TestingJsonBodyMetric" 
    }
}

AwsXray
ここでは、AwsXray リソースの AWS Security Finding 形式の例を示します。

AwsXrayEncryptionConfig

AwsXrayEncryptionConfig オブジェクトには、AWS X-Ray の暗号化設定に関する情報が含まれてい
ます。

次の例は、AwsXrayEncryptionConfig オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示して
います。AwsXrayEncryptionConfig 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの
「AwsXrayEncryptionConfigDetails」を参照してください。

例

"AwsXRayEncryptionConfig":{ 
    "KeyId": "arn:aws:kms:us-east-2:222222222222:key/example-key", 
    "Status": "UPDATING", 
    "Type":"KMS"
}

Container
結果に関連するコンテナの詳細。

次の例は、Container オブジェクトの AWS Security Finding 形式 (ASFF) を示しています。Container
属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの「ContainerDetails」を参照してくださ
い。

例
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"Container": { 
    "ContainerRuntime": "docker", 
    "ImageId": "image12", 
    "ImageName": "1111111/
knotejs@sha256:372131c9fef111111111111115f4ed3ea5f9dce4dc3bd34ce21846588a3", 
    "LaunchedAt": "2018-09-29T01:25:54Z", 
    "Name": "knote", 
    "Privileged": true, 
    "VolumeMounts": [{ 
        "Name": "vol-03909e9", 
        "MountPath": "/mnt/etc" 
    }]
}

Other

Other オブジェクトでは、カスタムのフィールドや値を指定できます。次の場合に Other オブジェクト
を使用します。

• リソースタイプに対応する Details オブジェクトがない場合。リソースの詳細を指定するに
は、Other オブジェクトを使用します。

• リソースタイプの Details オブジェクトに、入力するすべてのフィールドが含まれていない場
合。この場合は、リソースタイプの Details オブジェクトを使用して、使用可能な属性を入力しま
す。Other オブジェクトを使用して、タイプ固有のオブジェクトに含まれていない属性に入力してくだ
さい。

• リソースタイプが提供されたタイプのいずれでもない場合。この場合、Resource.Type を Other に
設定し、Other オブジェクトを使用して詳細を入力します。

Type: 最大 50 個のキーバリューペアのマップ

各キーバリューペアは、次の要件を満たしている必要があります。

• キーは 128 文字未満である必要があります。
• 値は 1,024 文字未満である必要があります。
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AWS Security Hub のインサイト
AWS Security Hub インサイトは、関連する結果の集合です。注意と介入が必要なセキュリティエリアを識
別します。たとえば、インサイトによって、不十分なセキュリティ慣行を示す結果の対象として EC2 イン
スタンスが指摘される場合があります。インサイトには、複数の提供元からの結果がまとめられます。

各インサイトは、group by ステートメントとオプションのフィルターによって定義されます。group by 
ステートメントは、一致する結果をグループ化する方法を示し、インサイトが適用される項目のタイプを
識別します。たとえば、インサイトがリソース識別子によってグループ化されている場合、インサイトに
よってリソース識別子のリストが生成されます。オプションのフィルターは、インサイトの一致する結果
を特定します。例えば、特定のプロバイダーからの結果または特定のタイプのリソースに関連付けられた
結果のみが、表示されるようにできます。

Security Hub には、組み込みのマネージド型インサイトがいくつか用意されています。マネージド型イン
サイトを変更または削除することはできません。

お客様の AWS 環境に固有のセキュリティ上の問題と使用状況を追跡するために、カスタムインサイトを
作成することもできます。

インサイトは、一致する結果を生成する統合または標準を有効にしている場合にのみ、結果を返します。
たとえば、マネージド型インサイト 29 などです。Top resources by counts of failed CIS checks (失敗した 
CIS チェック数でのトップリソース) は、CIS AWS Foundations 標準を有効にした場合にのみ、結果を返
します。

トピック
• インサイトのリストの表示とフィルタリング (p. 218)
• インサイト結果と結果の表示とアクションの実行 (p. 219)
• マネージド型インサイト (p. 220)
• カスタムインサイト (p. 227)

インサイトのリストの表示とフィルタリング
[Insights] (インサイト) ページには、利用可能なインサイトのリストが表示されます。

デフォルトでは、リストにはマネージド型インサイトとカスタムインサイトの両方が表示されます。イン
サイトタイプに基づいてインサイトリストをフィルタリングするには、フィルターフィールドの横にある
ドロップダウンメニューからインサイトタイプを選択します。

• 使用できるインサイトをすべて表示するには、[All insights] (すべてのインサイト) を選択します。これが
デフォルトのオプションです。

• マネージド型インサイトのみを表示するには、[Security Hub managed insights] (Security Hub マネージ
ド型インサイト) を選択します。

• カスタムインサイトのみを表示するには、[Custom insights] (カスタムインサイト) を選択します。

インサイト名のテキストに基づいてインサイトリストをフィルタリングすることもできます。

フィルターフィールドに、リストのフィルタリングに使用するテキストを入力します。フィルターでは、
大文字と小文字は区別されません。フィルターは、インサイト名の全体または一部にそのテキストが含ま
れているインサイトを検索します。
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インサイト結果と結果の表示とアクションの実行
AWS Security Hub では、インサイトごとに、最初にフィルター条件に一致する結果を特定し、次にグルー
プ化属性を使用して一致する結果をグループ化します。

[Insights] (インサイト) コンソールページで、結果と結果を表示して、それらに対してアクションを実行で
きます。

クロスリージョン集約を有効にすると、集約リージョンでは、マネージド型インサイトの結果に、集約
リージョンとリンクされたリージョンの結果が含まれます。カスタムインサイト結果では、インサイトが
リージョンでフィルタリングされない場合、結果に、集約リージョンとリンクされたリージョンからの結
果が含まれます。

他のリージョンでは、インサイト結果に含まれるのはそのリージョンの結果のみです。

クロスリージョン集約の設定方法については、クロスリージョン集約 (p. 61) を参照してください。

インサイト結果の表示とアクションの実行 (コンソー
ル)
インサイト結果は、インサイトの結果をグループ化したリストで構成されます。例えば、インサイトがリ
ソース識別子に基づいてグループ化されている場合、インサイト結果はリソース識別子のリストになりま
す。結果のリストの各項目は、その項目に一致する結果の数を示します。

結果が、リソース識別子またはリソースタイプでグループ化されている場合、結果には、一致する結果の
すべてのリソースが含まれます。これには、フィルター条件で指定されたリソースタイプとは異なるタイ
プのリソースが含まれます。例えば、インサイトでは S3 バケットに関連付けられている結果が識別され
ます。一致する結果に S3 バケットリソースと IAM アクセスキーリソースの両方が含まれている場合、イ
ンサイト結果にはそれらの両方のリソースが一覧表示されます。

結果のリストは、一致する結果が最も多いものから最も少ないものへとソートされます。

Security Hub では 100 件の結果しか表示されません。グループ化値の数が 100 を超える場合、最初の 100 
個のみが表示されます。

インサイト結果には、結果のリストに加えて、次の属性に一致した結果の数を要約した一連のチャートが
表示されます。

• 重要度ラベル - 各重要度ラベルの結果の数
• AWS アカウント ID - 一致する結果の上位 5 つのアカウント ID
• リソースタイプ - 一致する結果の上位 5 つのリソースタイプ
• リソース ID - 一致する結果の上位 5 つのリソース ID
• 製品名 - 一致する結果の上位 5 つの結果プロバイダー

カスタムアクションを設定している場合、選択した結果をカスタムアクションに送信できます。アクショ
ンは、Security Hub Insight Results イベントタイプの CloudWatch ルールに関連付けられている
必要があります。「自動応答および自動修復 (p. 733)」を参照してください。

カスタムアクションを設定していない場合は、[Actions] (アクション) メニューは無効です。

インサイト結果のリストを表示して、アクションを実行するには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Insights] (インサイト) を選択します。
3. インサイト結果のリストを表示するには、インサイト名を選択します。
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4. カスタムアクションに送信する結果ごとにチェックボックスを選択します。
5. [Actions] (アクション) メニューから、カスタムアクションを選択します。

インサイト結果の表示 (Security Hub API、AWS CLI)
インサイト結果を表示するには、API コールまたは AWS Command Line Interface を使用します。

インサイト結果を表示するには (Security Hub API、AWS CLI)

• Security Hub API - GetInsightResults オペレーションを使用します。インサイトを特定して結
果を返すには、インサイト ARN が必要です。カスタムインサイトのインサイト ARN を取得するに
は、GetInsights オペレーションを使用します。

• AWS CLI - コマンドラインで get-insight-results コマンドを実行します。

aws securityhub get-insight-results --insight-arn <insight ARN>

例:

aws securityhub get-insight-results --insight-arn "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:insight/123456789012/custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"

インサイト結果の結果の表示 (コンソール)
インサイト結果のリストから、結果ごとに結果のリストを表示できます。

インサイトの結果を表示して、アクションを実行するには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Insights] (インサイト) を選択します。
3. インサイト結果のリストを表示するには、インサイト名を選択します。
4. インサイト結果の結果のリストを表示するには、インサイト結果のリストからその項目を選択しま

す。

結果リストには、ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED で、選択されたインサイト結果のア
クティブな結果が表示されます。

結果リストから、以下のアクションを実行できます。

• リストのフィルターとグループ化を変更する (p. 76)
• 個々の結果の詳細を表示する (p. 79)
• 結果のワークフローステータスを更新する (p. 81)
• カスタムアクションに結果を送信する (p. 83)

マネージド型インサイト
AWS Security Hub では、あらかじめ用意されたマネージド型インサイトを利用することができます。

Security Hub のマネージド型インサイトを編集または削除することはできません。インサイトの結果と結
果を表示し、それらに対してアクションを実行 (p. 219)できます。また、マネージド型インサイトを新し
いカスタムインサイトのベースとして使用 (p. 231)することができます。
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すべてのインサイトと同様、マネージド型インサイトは、一致する結果をする製品統合またはセキュリ
ティ標準が有効にされている場合にのみ、結果を返します。

リソース識別子でグループ化されたインサイトの場合、結果には、一致する結果のすべてのリソースの識
別子が含まれます。これには、フィルター条件のリソースタイプとは異なるタイプのリソースが含まれま
す。例えば、インサイト 2 では Amazon S3 バケットに関連付けられている結果が識別されます。一致す
る結果に S3 バケットリソースと IAM アクセスキーリソースの両方が含まれている場合、インサイト結果
には両方のリソースが含まれます。

現在のリリースでは、Security Hub には、次のマネージド型インサイトが用意されています:

1. ほとんどの結果を含む AWS リソース

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/1

グループ化の基準: リソース識別子

結果フィルター:
• レコードの状態が ACTIVE
• ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

2. パブリック書き込みまたは読み取り許可を含む S3 バケット

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/10

グループ化の基準: リソース識別子

結果フィルター:
• タイプが Effects/Data Exposure で始まる
• リソースタイプが AwsS3Bucket
• レコードの状態が ACTIVE
• ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

3. 最も多くの結果を生成している AMI

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/3

グループ化の基準: EC2 インスタンスイメージ ID

結果フィルター:
• リソースタイプが AwsEc2Instance
• レコードの状態が ACTIVE
• ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

4. 既知の戦略、手法、および手順 (TTP) に含まれる EC2 インスタンス

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/14

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:
• タイプが TTPs で始まる
• リソースタイプが AwsEc2Instance
• レコードの状態が ACTIVE
• ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

5. 疑わしいアクセスキーアクティビティに関連する AWS プリンシパル

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/9
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グループ化の基準: IAM アクセスキーのプリンシパル名

結果フィルター:
• リソースタイプが AwsIamAccessKey
• レコードの状態が ACTIVE
• ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

6. セキュリティ標準/ベストプラクティスを満たさない AWS リソースインスタンス

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/6

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:
• タイプが Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory 
Standards/AWS Security Best Practices

• レコードの状態が ACTIVE
• ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

7. 潜在的なデータの不正引き出しに関連付けられている AWS リソース

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/7

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:
• タイプが Effects/Data Exfiltration/ で始まる
• レコードの状態が ACTIVE
• ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

8. 不正なリソース消費に関連付けられている AWS リソース

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/8

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:
• タイプが Effects/Resource Consumption で始まる
• レコードの状態が ACTIVE
• ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

9. セキュリティ標準/ベストプラクティスを満たさない S3 バケット

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/11

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:
• リソースタイプが AwsS3Bucket
• タイプが Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory 
Standards/AWS Security Best Practices

• レコードの状態が ACTIVE
• ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

10. 機密データを含む S3 バケット

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/12
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グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:
• リソースタイプが AwsS3Bucket
• タイプが Sensitive Data Identifications/ で始まる
• レコードの状態が ACTIVE
• ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

11. 漏洩した可能性がある認証情報

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/13

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:
• タイプが Sensitive Data Identifications/Passwords/ で始まる
• レコードの状態が ACTIVE
• ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

12. 重要な脆弱性のセキュリティパッチが欠落している EC2 インスタンス

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/16

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:
• タイプが Software and Configuration Checks/Vulnerabilities/CVE で始まる
• リソースタイプが AwsEc2Instance
• レコードの状態が ACTIVE
• ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

13. 一般的な異常な動作に関連する EC2 インスタンス

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/17

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:
• タイプが Unusual Behaviors で始まる
• リソースタイプが AwsEc2Instance
• レコードの状態が ACTIVE
• ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

14. インターネットからアクセス可能なポートを持つ EC2 インスタンス

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/18

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:
• タイプが Software and Configuration Checks/AWS Security Best Practices/
Network Reachability で始まる

• リソースタイプが AwsEc2Instance
• レコードの状態が ACTIVE
• ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED
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15. セキュリティ標準/ベストプラクティスを満たさない EC2 インスタンス

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/19

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:
• タイプが次のいずれかで始まる。

• Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/
• Software and Configuration Checks/AWS Security Best Practices

• リソースタイプが AwsEc2Instance
• レコードの状態が ACTIVE
• ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

16. インターネットに開放されている EC2 インスタンス

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/21

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:
• タイプが Software and Configuration Checks/AWS Security Best Practices/
Network Reachability で始まる

• リソースタイプが AwsEc2Instance
• レコードの状態が ACTIVE
• ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

17. 敵対的な偵察に関連付けられている EC2 インスタンス

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/22

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:
• タイプが TTPs/Discovery/Recon で始まる
• リソースタイプが AwsEc2Instance
• レコードの状態が ACTIVE
• ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

18. マルウェアに関連付けられている AWS リソース

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/23

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:
• タイプが次のいずれかで始まる。

• Effects/Data Exfiltration/Trojan
• TTPs/Initial Access/Trojan
• TTPs/Command and Control/Backdoor
• TTPs/Command and Control/Trojan
• Software and Configuration Checks/Backdoor
• Unusual Behaviors/VM/Backdoor

• レコードの状態が ACTIVE
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• ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED
19. 暗号通貨の問題に関連付けられている AWS リソース

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/24

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:
• タイプが次のいずれかで始まる。

• Effects/Resource Consumption/Cryptocurrency
• TTPs/Command and Control/CryptoCurrency

• レコードの状態が ACTIVE
• ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

20. 不正なアクセス試行に関連付けられている AWS リソース

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/25

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:
• タイプが次のいずれかで始まる。

• TTPs/Command and Control/UnauthorizedAccess
• TTPs/Initial Access/UnauthorizedAccess
• Effects/Data Exfiltration/UnauthorizedAccess
• Unusual Behaviors/User/UnauthorizedAccess
• Effects/Resource Consumption/UnauthorizedAccess

• レコードの状態が ACTIVE
• ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

21. 先週ヒット数が最も多かった脅威インテリジェンス指標

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/26

結果フィルター:
• 過去 7 日以内に作成

22. 結果数による上位アカウント

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/27

グループ化の基準: AWS アカウント ID

結果フィルター:
• レコードの状態が ACTIVE
• ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

23. 結果数による上位製品

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/28

グループ化の基準: 製品名

結果フィルター:
• レコードの状態が ACTIVE
• ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

225



AWS Security Hub ユーザーガイド
マネージド型インサイト

24. 結果数による重要度

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/29

グループ化の基準: 重要度ラベル

結果フィルター:
• レコードの状態が ACTIVE
• ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

25. 結果数による上位 S3 バケット

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/30

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:
• リソースタイプが AwsS3Bucket
• レコードの状態が ACTIVE
• ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

26. 結果数による上位 EC2 インスタンス

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/31

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:
• リソースタイプが AwsEc2Instance
• レコードの状態が ACTIVE
• ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

27. 結果数による上位 AMI

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/32

グループ化の基準: EC2 インスタンスイメージ ID

結果フィルター:
• リソースタイプが AwsEc2Instance
• レコードの状態が ACTIVE
• ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

28. 結果数による上位 IAM ユーザー

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/33

グループ化の基準: IAM アクセスキー ID

結果フィルター:
• リソースタイプが AwsIamAccessKey
• レコードの状態が ACTIVE
• ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

29. 失敗した CIS チェック数による上位リソース

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/34

グループ化の基準: リソース ID
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結果フィルター:
• ジェネレーター ID が arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule で始まる

• 最終日に更新
• コンプライアンス状況が FAILED
• レコードの状態が ACTIVE
• ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

30. 調査数による上位統合

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/35

グループ化の基準: 製品 ARN

結果フィルター:
• レコードの状態が ACTIVE
• ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

31. セキュリティチェックの失敗が最も多いリソース

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/36

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:
• 最終日に更新
• コンプライアンス状況が FAILED
• レコードの状態が ACTIVE
• ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

32. 不審なアクティビティに関連する IAM ユーザー

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/37

グループ化の基準: IAM ユーザー

結果フィルター:
• リソースタイプが AwsIamUser
• レコードの状態が ACTIVE
• ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

カスタムインサイト
AWS Security Hub のマネージド型インサイトに加えて、Security Hub にカスタムインサイトを作成して、
環境に固有の問題とリソースを追跡できます。カスタムインサイトでは、問題のキュレーションされたサ
ブセットを追跡することができます。

以下に、設定に役立つカスタムインサイトの例をいくつか示します。

• 管理者アカウントを所有している場合は、カスタムインサイトを設定して、メンバーアカウントに影響
を与えているクリティカルな結果および重要度の高い結果を追跡できます。

• 特定の統合されていますAWSサービス (p. 237)では、カスタムインサイトを設定して、そのサービス
からのクリティカルな結果および重大度が高い結果を追跡できます。

• サードパーティー統合 (p. 250)に依存する場合、カスタムインサイトを設定して、その統合された製品
からクリティカルな結果と重大度が高い結果を追跡できます。
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まったく新しいカスタムインサイトを作成するか、既存のカスタムインサイトまたはマネージド型インサ
イトから作成を開始できます。

各インサイトは、次のオプションを使用して設定できます。

• Grouping attribute (グループ化属性) - グループ化属性によって、インサイト結果リストに表示される項
目が決定します。例えば、グループ化属性が [Product name] (製品名) の場合、インサイト結果には、結
果プロバイダー別に結果の数が表示されます。

• Optional filters (オプションのフィルター) - フィルターにより、インサイトの一致する結果が絞り込まれ
ます。

結果をクエリするとき、Security Hub はブール AND 論理をフィルターのセットに適用します。つま
り、結果は、指定されたすべてのフィルターに一致する場合にのみ一致となります。例えば、フィル
ターが「製品名が GuardDuty」と「リソースタイプが AwsS3Bucket」である場合、一致となる結果は
これらの両方の条件に一致する必要があります。

ただし、Security Hub では、同じ属性に異なる値を使用するフィルターにはブール OR 論理を適用しま
す。例えば、フィルターが「製品名が GuardDuty」と「製品名が Amazon Inspector」である場合、結果
は、GuardDuty または Amazon Inspector のいずれかによって生成されていれば一致となります。

リソース識別子またはリソースタイプをグループ化属性として使用する場合、インサイト結果には、一致
する結果内のすべてのリソースが含まれます。このリストは、リソースタイプフィルターに一致するリ
ソースに限定されません。例えば、インサイトは S3 バケットに関連付けられている結果を特定し、それ
らの結果をリソース識別子でグループ化します。一致する結果には、S3 バケットリソースと IAM アクセ
スキーリソースの両方が含まれます。インサイト結果には、両方のリソースが含まれます。

カスタムインサイトの作成 (コンソール)
コンソールから、まったく新しいインサイトを作成できます。

カスタムインサイトを作成するには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Insights] (インサイト) を選択します。
3. [Create insight] (インサイトの作成) を選択します。
4. インサイトのグループ化属性を選択するには:

a. 検索ボックスを選択して、フィルターオプションを表示します。
b. [Group by] (グループ化の条件) を選択します。
c. このインサイトに関連付けられている結果をグループ化するのに使用する属性を選択します。
d. [Apply] (適用) を選択します。

5. (オプション) このインサイトに使用する追加のフィルターを選択します。フィルターごとに、フィル
ター条件を定義し、[Apply] (適用) を選択します。

6. [Create insight] (インサイトの作成) を選択します。
7. [Insight name] (インサイトの名前) を入力し、[Create insight] (インサイトの作成) を選択します。

カスタムインサイトの作成 (プログラマティック)
お好みの方法を選択し、手順に従って Security Hub でプログラムに従ってカスタムインサイトを作成しま
す。フィルターを指定して、インサイト内の結果のコレクションを特定のサブセットに絞り込むことがで
きます。

次のタブには、カスタムインサイトを作成するための手順がいくつかの言語で記載されています。その他
の言語でのサポートについては、AWS SDK でSecurity Hub を使用する (p. 3) を参照してください。
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Security Hub API

1. CreateInsight オペレーションを実行します。
2. Name パラメータにカスタムインサイトの名前を指定します。
3. Filters パラメーターを入力して、インサイトに含める結果を指定します。
4. GroupByAttribute パラメーターを入力して、インサイトに含まれる結果をグループ化するた

めに使用する属性を指定します。
5. オプションで、特定のフィールドで調査結果をソートする SortCriteria パラメーターを指定

します。

クロスリージョン集約 (p. 61) を有効にしていて、集約リージョンからこの API を呼び出すと、インサ
イトは集約とリンクされたリージョンでの一致する結果に適用されます。

AWS CLI

1. コマンドラインで、create-insight コマンドを実行します。
2. name パラメータにカスタムインサイトの名前を指定します。
3. filters パラメーターを入力して、インサイトに含める結果を指定します。
4. group-by-attribute パラメーターを入力して、インサイトに含まれる結果をグループ化する

ために使用する属性を指定します。

クロスリージョン集計 (p. 61)を有効にして、このコマンドを集約リージョンから実行した場合、イン
サイトは集約とリンクされたリージョンでの一致する結果に適用されます。

aws securityhub create-insight --name <insight name> --filters <filter values> --group-
by-attribute <attribute name>

例

aws securityhub create-insight --name "Critical role findings" --filters 
 '{"ResourceType": [{ "Comparison": "EQUALS", "Value": "AwsIamRole"}], "SeverityLabel": 
 [{"Comparison": "EQUALS", "Value": "CRITICAL"}]}' --group-by-attribute "ResourceId"

PowerShell

1. New-SHUBInsight コマンドレットを使用します。
2. Name パラメータにカスタムインサイトの名前を指定します。
3. Filter パラメーターを入力して、インサイトに含める結果を指定します。
4. GroupByAttribute パラメーターを入力して、インサイトに含まれる結果をグループ化するた

めに使用する属性を指定します。

クロスリージョン集約 (p. 61)を有効にしていて、集約リージョンからこのコマンドレットを使用する
と、インサイトは集約とリンクされたリージョンでの一致する結果に適用されます。

例

$Filter = @{ 
    AwsAccountId = [Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter]@{ 
        Comparison = "EQUALS" 
        Value = "XXX" 
    } 
    ComplianceStatus = [Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter]@{ 
        Comparison = "EQUALS" 
        Value = 'FAILED' 
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    }
}
New-SHUBInsight -Filter $Filter -Name TestInsight -GroupByAttribute ResourceId

カスタムインサイトの変更 (コンソール)
既存のカスタムインサイトのグループ化値とフィルターを変更できます。変更後、元のインサイトのまま
更新内容を保存するか、新しいインサイトとして更新されたバージョンを保存できます。

インサイトを変更するには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Insights] (インサイト) を選択します。
3. 変更するカスタムインサイトを選択します。
4. 必要に応じてインサイト設定を編集します。

• インサイトで結果のグループ化に使用される属性を変更するには:
a. 既存のグループ化を削除するには、[Group by] (グループ化の条件) 設定の横にある X を選択しま

す。
b. 検索ボックスを選択します。
c. グループ化に使用する属性を選択します。
d. [Apply] (適用) を選択します。

• インサイトからフィルターを削除するには、フィルターの横にある円で囲まれた X を選択します。
• インサイトにフィルターを追加するには:

a. 検索ボックスを選択します。
b. フィルターとして使用する属性と値を選択します。
c. [Apply] (適用) を選択します。

5. 更新が完了したら、[Save insight] (インサイトの保存) を選択します。
6. プロンプトが表示されたら、次のいずれかを実行します。

• 既存のインサイトを更新して変更を反映させる場合は、[Update <Insight_Name>]
(<Insight_Name> を更新) を選択してから、[Save insight] (インサイトの保存) を選択します。

• 更新内容を使用して新しいインサイトを作成する場合は、[Save new insight] (新しいインサイトの
保存) を選択します。[Insight name] (インサイトの名前) に入力して、[Save insight] (インサイトの
保存) を選択します。

カスタムインサイトの変更 (プログラマティック)
カスタムインサイトを変更するには、希望の方法を選択し、手順に従います。

Security Hub API

1. UpdateInsight オペレーションを実行します。
2. カスタムインサイトを特定するには、インサイトの Amazon リソースネーム (ARN) を指定しま

す。カスタムインサイトの ARN を取得するには、GetInsightsオペレーションを実行します。
3. 必要に応じて、Name, Filters と GroupByAttribute パラメータを更新します。

AWS CLI

1. コマンドラインで、update-insight コマンドを実行します。
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2. カスタムインサイトを特定するには、インサイトの Amazon リソースネーム (ARN) を指定しま
す。カスタムインサイトの ARN を取得するには、get-insightsコマンドを実行します。

3. 必要に応じて、name, filters と group-by-attribute パラメータを更新します。

aws securityhub update-insight --insight-arn <insight ARN> [--name <new name>] [--
filters <new filters>] [--group-by-attribute <new grouping attribute>]

例

aws securityhub update-insight --insight-arn "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:insight/123456789012/custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" 
 --filters '{"ResourceType": [{ "Comparison": "EQUALS", "Value": "AwsIamRole"}], 
 "SeverityLabel": [{"Comparison": "EQUALS", "Value": "HIGH"}]}' --name "High severity 
 role findings"

PowerShell

1. Update-SHUBInsight コマンドレットを使用します。
2. カスタムインサイトを特定するには、インサイトの Amazon リソースネーム (ARN) を指定しま

す。カスタムインサイトの ARN を取得するには、Get-SHUBInsightコマンドレットを使用し
ます。

3. 必要に応じて、Name, Filter と GroupByAttribute パラメータを更新します。

例

$Filter = @{ 
    ResourceType = [Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter]@{ 
        Comparison = "EQUALS" 
        Value = "AwsIamRole" 
    } 
    SeverityLabel = [Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter]@{ 
        Comparison = "EQUALS" 
        Value = "HIGH" 
    }
}

Update-SHUBInsight -InsightArn "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:insight/123456789012/custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" -
Filter $Filter -Name "High severity role findings"

マネージド型インサイトからの新しいカスタムインサ
イトの作成 (コンソール)
マネージド型インサイトに変更を保存したり、マネージド型インサイトを削除したりすることはできませ
ん。マネージド型インサイトを新しいカスタムインサイトのベースとして使用することはできます。

マネージド型インサイトから新しいカスタムインサイトを作成するには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Insights] (インサイト) を選択します。
3. 作成元になるマネージド型インサイトを選択します。
4. 必要に応じてインサイト設定を編集します。
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• インサイトで結果のグループ化に使用される属性を変更するには:
a. 既存のグループ化を削除するには、[Group by] (グループ化の条件) 設定の横にある X を選択しま

す。
b. 検索ボックスを選択します。
c. グループ化に使用する属性を選択します。
d. [Apply] (適用) を選択します。

• インサイトからフィルターを削除するには、フィルターの横にある円で囲まれた X を選択します。
• インサイトにフィルターを追加するには:

a. 検索ボックスを選択します。
b. フィルターとして使用する属性と値を選択します。
c. [Apply] (適用) を選択します。

5. 更新が完了したら、[Create insight] (インサイトの作成) を選択します。
6. プロンプトが表示されたら、[Insight name] (インサイト名) に入力し、[Create insight] (インサイトの

作成) を選択します。

カスタムインサイトの削除 (コンソール)
カスタムインサイトは、不要になった場合、削除できます。マネージド型インサイトは、削除することは
できません。

カスタムインサイトを削除するには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Insights] (インサイト) を選択します。
3. 削除するカスタムインサイトを見つけます。
4. そのインサイトで、その他のオプションを表示するためのアイコン (カードの右上隅にある 3 つの

ドット) を選択します。
5. [Delete] (削除) をクリックします。

カスタムインサイトの削除 (プログラマティック)
カスタムインサイトの削除は、希望の方法を選択し、手順に従います。

Security Hub API

1. DeleteInsight オペレーションを実行します。
2. 削除するカスタムインサイトを特定するには、インサイト ARN を指定します。カスタムインサ

イトの ARN を取得するには、GetInsightsオペレーションを実行します。

AWS CLI

1. コマンドラインで、delete-insight コマンドを実行します。
2. カスタムインサイトを特定するには、インサイト ARN を指定します。カスタムインサイトの 

ARN を取得するには、get-insightsコマンドを実行します。

aws securityhub delete-insight --insight-arn <insight ARN>

例
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aws securityhub delete-insight --insight-arn "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:insight/123456789012/custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"

PowerShell

1. Remove-SHUBInsight コマンドレットを使用します。
2. カスタムインサイトを特定するには、インサイト ARN を指定します。カスタムインサイトの 

ARN を取得するには、Get-SHUBInsightコマンドレットを使用します。

例

-InsightArn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:insight/123456789012/custom/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
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AWS Security Hub での製品の統合
AWS Security Hub は、複数の AWS サービスおよびサポートされている AWS パートナーネットワーク 
(APN) セキュリティソリューションからセキュリティ結果データを集約できます。この集約により、AWS 
環境全体のセキュリティとコンプライアンスを包括的に把握できます。

また、独自のカスタムセキュリティ製品から生成された結果を送信することもできます。
Important

Security Hub は、サポートされている AWS およびパートナーの製品の統合から、AWS アカウン
トで Security Hub を有効にした後に生成された結果のみを受信し、集約します。
Security Hub を有効化する前に生成されたセキュリティ結果を、さかのぼって受け取ったり統合
したりすることはありません。

取り込まれた結果に対して Security Hub が課金する方法の詳細については、「Security Hub の料金」を参
照してください。

トピック
• 製品統合の管理 (p. 234)
• 利用可能な AWS のサービスの統合 (p. 237)
• 利用可能なサードパーティーパートナー製品の統合 (p. 250)
• カスタム製品統合を使用した AWS Security Hub への結果の送信 (p. 270)

製品統合の管理
AWS Management Console の [Integrations] (統合) ページから、利用可能なすべての AWS およびサード
パーティー製品の統合にアクセスできます。AWS Security Hub API には、ユーザーによる統合の管理が許
可されるオペレーションも用意されています。

Note

一部のリージョンでは統合を利用できない場合があります。現在のリージョンで統合がサポート
されていない場合は、[Integration] (統合) ページに表示されません。
「the section called “中国 (北京) および中国 (寧夏) でサポートされている統合” (p. 753)」および
「the section called “AWS GovCloud (米国東部) と AWS GovCloud (米国西部) でサポートされて
いる統合” (p. 754)」も参照してください。

統合のリストの表示とフィルター処理 (コンソール)
[Integrations] (統合) ページから、統合のリストを表示およびフィルターできます。

統合のリストを表示するには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. Security Hub ナビゲーションペインで、[Integrations] (統合) を選択します。

[Integrations] (統合) ページで、他の AWS のサービスとの統合が最初に一覧表示され、その後にサード
パーティー製品との統合が一覧表示されます。

統合ごとに、[Integration] (統合) ページに以下の情報が表示されます。

• 会社名
• 製品名

234

http://aws.amazon.com/security-hub/pricing/
https://console.aws.amazon.com/securityhub/


AWS Security Hub ユーザーガイド
製品統合に関する情報の表示 (Security Hub API、AWS CLI)

• 統合の説明
• 統合が適用されるカテゴリ
• 統合を有効にする方法
• 統合の現在のステータス

以下のフィールドにテキストを入力してリストをフィルタリングできます。

• 会社名
• 製品名
• 統合の説明
• カテゴリ

製品統合に関する情報の表示 (Security Hub 
API、AWS CLI)
製品統合に関する情報を表示するには、API コールまたは AWS Command Line Interface を使用します。
すべての製品インテグレーションに関する情報、または有効にした製品インテグレーションに関する情報
を表示できます。

利用可能なすべての製品統合に関する情報を表示するには (Security Hub API、AWS CLI)

• Security Hub API - DescribeProducts オペレーションを使用します。返すべき特定の製品統合を特定
するには、ProductArn パラメータを使用して、統合 ARN を指定します。

• AWS CLI - コマンドラインで describe-products コマンドを実行します。返すべき特定の製品統合
を特定するには、統合 ARN を指定します。

aws securityhub describe-products --product-arn "<integrationARN>"

例

aws securityhub describe-products --product-arn "arn:aws:securityhub:us-
east-1::product/3coresec/3coresec"

ユーザーが有効にした製品統合に関する情報を表示するには (Security Hub API、AWS CLI)

• Security Hub API - ListEnabledProductsForImport オペレーションを使用します。
• AWS CLI - コマンドラインで list-enabled-products-for-import コマンドを実行します。

aws securityhub list-enabled-products-for-import

統合の有効化
[Integration] (統合) ページで、統合を有効にするための手順が統合別に表示されます。

他の AWS のサービスとの統合では、多くの場合、唯一必要なステップは他のサービスを有効にすること
です。統合情報には、サービスのホームページへのリンクが含まれています。他のサービスを有効にする
と、Security Hub がサービスから結果を受信できるようにするリソースレベルの許可が自動的に作成され
て適用されます。
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サードパーティー製品の統合では、AWS Marketplace から統合を購入して設定することが必要になる場合
があります。統合情報には、それらのタスクを実行するためのリンクが含まれます。

AWS Marketplace で複数のバージョンの製品が使用可能な場合は、サブスクライブするバージョンを選択
してから [Continue to Subscribe] (サブスクライブを継続) を選択します。たとえば、一部の製品では標準
バージョンと AWS GovCloud (US) バージョンが提供されています。

製品の統合を有効にすると、リソースポリシーがその製品サブスクリプションに自動的に添付されます。
このリソースポリシーは、Security Hub がその製品から結果を受け取るために必要な許可を定義します。

統合先からの結果のフローの無効化と有効化 (コン
ソール)
[Integrations] (統合) ページで、結果を送信する統合の場合、[Status] (ステータス) 情報には、結果を現在受
信しているかどうかが示されます。

結果の受け入れを停止するには、[Stop accepting findings] (結果の受け入れを停止) を選択します。

結果の受け入れを再開するには、[Accept findings] (結果の受け入れ) を選択します。

統合先からの結果のフローの無効化 (Security Hub 
API、AWS CLI)
統合先からの結果のフローを無効にするには、API コールまたは AWS Command Line Interface を使用で
きます。

統合先からの結果のフローを無効化するには (Security Hub API、AWS CLI)

• Security Hub API - DisableImportFindingsForProduct オペレーションを使用します。無効にす
る統合先を特定するには、サブスクリプションの ARN が必要です。現在有効な統合先のサブスクリプ
ション ARN を取得するには、ListEnabledProductsForImport オペレーションを使用します。

• AWS CLI - コマンドラインで disable-import-findings-for-product コマンドを実行します。

aws securityhub disable-import-findings-for-product --product-subscription-
arn <subscription ARN>

例

aws securityhub disable-import-findings-for-product --product-subscription-arn 
 "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:product-subscription/crowdstrike/
crowdstrike-falcon"

統合先からの結果のフローの有効化 (Security Hub 
API、AWS CLI)
統合先からの結果のフローを有効にするには、API コールまたは AWS Command Line Interface を使用し
ます。

統合先からの結果のフローを有効化するには (Security Hub API、AWS CLI)

• Security Hub API - EnableImportFindingsForProduct オペレーションを使用します。Security Hub 
を有効にして、統合先から結果を受信するには、製品 ARN が必要です。利用可能な統合先の ARN を取
得するには、DescribeProducts オペレーションを使用します。
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• AWS CLI: コマンドラインで、enable-import-findings-for-product コマンドを実行します。

aws securityhub enable-import-findings-for-product --product-arn <integration ARN>

例

aws securityhub enable-import-findings-for product --product-arn "arn:aws:securityhub:us-
east-1:123456789333:product/crowdstrike/crowdstrike-falcon"

統合先からの結果の表示
結果を受信する統合先 ([Status] (ステータス) が [Accepting findings] (結果を受信する) になっている) の場
合、結果のリストを表示するには、[See findings] (結果の表示) を選択します。

結果リストには、ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED である、選択した統合先のアクティ
ブな結果が表示されます。

クロスリージョン集約を有効にすると、集約リージョンでは、リストに、集約リージョンと、統合が有効
にされているリンクされたリージョンの結果が含まれます。Security Hub では、クロスリージョン集約の
設定に基づき統合が自動的に有効になることはありません。

他のリージョンでは、統合先の結果リストには、現在のリージョンの結果のみが含まれます。

クロスリージョン集約の設定方法については、クロスリージョン集約 (p. 61) を参照してください。

結果リストから、以下のアクションを実行できます。

• リストのフィルターとグループ化を変更する (p. 76)
• 個々の結果の詳細を表示する (p. 79)
• 結果のワークフローステータスを更新する (p. 81)
• カスタムアクションに結果を送信する (p. 83)

利用可能な AWS のサービスの統合
AWS Security Hub は、複数の AWS サービスとの統合をサポートしています。

Note

統合の中には、一部のリージョンでしか使用できないものがあります。
統合がサポートされていない場合は、Security Hub コンソールの [Integrations] (統合) ページのリ
ストに表示されません。
「中国 (北京) および中国 (寧夏) でサポートされている統合 (p. 753)」および「AWS GovCloud 
(米国東部) と AWS GovCloud (米国西部) でサポートされている統合 (p. 754)」も参照してくだ
さい。

Amazon Macie における機密データの結果を除いて、Security Hub に統合されている他のすべての AWS 
サービスが、自動的に選択されます。Security Hub と他のサービスをオンにすると、追加の手順なしに 2 
つのサービス間の統合が有効化されます。

Security Hub との AWS サービスの統合の概要
Security Hub に結果を送信したり、Security Hub から結果を受信したりする AWS サービスの概要につい
て説明します。
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統合された AWS サービス [Direction] (方向)

AWS Config (p. 238) 結果の送信

AWS Firewall Manager (p. 242) 結果の送信

Amazon GuardDuty (p. 243) 結果の送信

AWS Health (p. 243) 結果の送信

AWS Identity and Access 
Management Access 
Analyzer (p. 247)

結果の送信

Amazon Inspector (p. 247) 結果の送信

AWS IoT Device 
Defender (p. 247)

結果の送信

Amazon Macie (p. 248) 結果の送信

AWS Systems Manager Patch 
Manager (p. 248)

結果の送信

AWS Audit Manager (p. 248) 結果の受信

AWS Chatbot (p. 248) 結果の受信

Amazon Detective (p. 249) 結果の受信

Amazon Security Lake (p. 249) 結果の受信

AWS Systems Manager Explorer 
および OpsCenter (p. 249)

結果の受信と更新

AWS Trusted Advisor (p. 249) 結果の受信

Security Hub に結果を送信する AWS サービス
次の AWS サービスは、Security Hub に結果を送信することにより、Security Hub と統合されま
す。Security Hub は、結果を AWS Security Finding 形式 (p. 83)に変換します。

AWS Config (結果の送信)
AWS Config では、AWS リソースの設定の、査定、監査、評価を行うことができます。AWS Config は、
すべての AWS リソース設定を継続的に監視および記録し、記録された設定を、必要な設定に照らして自
動的に評価することができます。

AWS Config との統合を使用することで、AWS Config のマネージドおよびカスタムルールの評価を 
Security Hub の結果として確認することができます。これらの結果は、他の Security Hub の結果と一緒に
表示でき、セキュリティ体制を包括的に概観できます。

AWS Config Amazon EventBridge を使用して AWS Config ルール評価を Security Hub に送信しま
す。Security Hub は、このルール評価を AWS Security Finding 形式 (p. 83)に従う結果に変換します。その
後 Security Hub は、Amazon リソースネーム (ARN) や作成日など、影響を受けるリソースに関する詳細情
報を取得することで、ベストエフォートベースで結果を強化します。

この統合に関する詳細は、以下のセクションを参照してください。

238



AWS Security Hub ユーザーガイド
Security Hub に結果を送信する AWS サービス

AWS Config から Security Hub に結果を送信する方法

Security Hub のすべての結果で、ASFF と呼ばれる標準の JSON 形式が使用されます。ASFF には、結
果の検出元、影響を受けるリソース、結果の現在の状態に関する詳細が含まれます。AWS Config は、マ
ネージドルールおよびカスタムルールの評価を EventBridge 経由で Security Hub に送信します。Security 
Hub は、ルール評価を ASFF に従う結果に変換し、ベストエフォートベースで結果を強化します。

AWS Config が Security Hub に送信する結果の種類

統合が有効化されると、AWS Config がすべての AWS Config マネージドルールおよびカスタムルールに
関する評価を Security Hub に送信します。セキュリティコントロールのチェックを実行するために使用さ
れるものなど、サービスリンクされた AWS Config ルール (p. 337) からの評価のみが除外されます。

AWS Config の結果を Security Hub に送信する

統合が有効化されると、Security Hub は AWS Config の結果を受信するために必要な許可を、自動的に割
り当てます。Security Hub は、この統合を有効にし、Amazon EventBridge を介して AWS Config からの
結果をインポートする安全で簡単な方法を提供するサービス間レベルの許可を使用しています。

結果が送信されるまでのレイテンシー

AWS Config で新しい結果が作成されると、通常 5 分以内に Security Hub で結果を閲覧することができま
す。

Security Hub が使用できない場合の再試行

AWS Config は、EventBridge を通じてベストエフォートベースで結果を Security Hub に送信します。イ
ベントが Security Hub に正常に配信されなかった場合、EventBridge は最大で 24 時間または 185 回の、
いずれか早い方で配信を再試行します。

Security Hub の既存の AWS Config 結果を更新する

AWS Config が Security Hub に結果を送信した後、検索アクティビティの追加観察を反映
させるため、同じ結果に対する更新を Security Hub に送信することができます。更新は
ComplianceChangeNotification イベントについてのみ送信されます。コンプライアンスの変更が行
われない場合、更新は Security Hub に送信されません。Security Hub では、結果は、最新の更新から 90 
日後、または更新が行われない場合は作成日から 90 日後に削除されます。

AWS Config 結果が存在するリージョン

AWS Config 結果は、リージョン毎に発生します。AWS Config は、同じリージョンかその結果が発生した
リージョンにある Security Hub に結果を送信します。

Security Hub での AWS Config 結果の表示
AWS Config の結果を表示するには、Security Hub のナビゲーションペインで [Findings] (結果) を選択しま
す。AWS Config の結果のみを表示するように結果をフィルタリングするには、検索バーのドロップダウ
ンで [Product name] (製品名) をクリックします。[Config] (設定) をクリックし、[Apply] (適用) を選択しま
す。

Security Hub での AWS Config の検出名の解釈

Security Hub が、AWS Config ルール評価を AWS Security Finding 形式 (p. 83) に従う結果に変換しま
す。AWS Config ルール評価では、ASFF とは異なるイベントパターンが使用されます。次の表は、AWS 
Config ルールの評価フィールドとそれに対応する ASFF を、Security Hub に表示される通りにまとめたも
のです。

Config ルール評価の検索タイプ ASFF 結果タイプ ハードコードされた値

detail.awsAccountId AwsAccountId
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Config ルール評価の検索タイプ ASFF 結果タイプ ハードコードされた値

detail.newEvaluationResult.resultRecordedTimeCreatedAt

detail.newEvaluationResult.resultRecordedTimeUpdatedAt

  ProductArn "arn:<partition>:securityhub:<region>::product/
aws/config"

  ProductName "Config"

  CompanyName "AWS"

  リージョン "eu-central-1"

configRuleArn GeneratorId, ProductFields  

detail.ConfigRuleARN/finding/
hash

ID  

detail.configRuleName Title, ProductFields  

detail.configRuleName 説明 「この結果は、構成ルール
${detail.ConfigRuleName}
のリソースコンプライアンスの
変更に対して作成されます。」

構成項目「ARN」または 
Security Hub の computed ARN

Resources[i].id  

detail.resourceType Resources[i].Type "AwsS3Bucket"

  Resources[i].Partition "aws"

  Resources[i].Region "eu-central-1"

構成項目「構成」 Resources[i].Details  

  SchemaVersion 「2018-10-08」

  Severity.Label 以下の「重要度ラベルの解釈」
を参照してください。

  Types ["Software and Configuration 
Checks"]

detail.newEvaluationResult.complianceTypeCompliance.Status 「FAILED」、
「NOT_AVAILABLE」、
「PASSED」、または
「WARNING」
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Config ルール評価の検索タイプ ASFF 結果タイプ ハードコードされた値

  Workflow.Status Compliance.Status が
「PASSED」の状態で AWS 
Config 結果が生成された場合、
または Compliance.Status が
「FAILED」から「PASSED」
に変更された場合には
「RESOLVED」。それ以外
の場合、Workflow.Status は
「NEW」になります。この値は
BatchUpdateFindings API オペ
レーションを使用して変更でき
ます。

重要度ラベルの解釈

AWS Config ルール評価におけるすべての結果では、ASFF のデフォルトの重要度ラベルは [MEDIUM] で
す。結果の重要度ラベルは、BatchUpdateFindings API オペレーションで更新できます。

AWS Config からの一般的な結果

Security Hub は、AWS Config ルール評価を ASFF に従う結果に変換します。以下は、ASFF における 
AWS Config からの一般的な結果の例です。

Note

説明が 1,024 文字を超えると 1,024 文字まで切り捨てられ、末尾に「(truncated)」(切り捨て) と
表示されます。

{ 
 "SchemaVersion": "2018-10-08", 
 "Id": "arn:aws:config:eu-central-1:123456789012:config-rule/config-rule-mburzq/
finding/45g070df80cb50b68fa6a43594kc6fda1e517932", 
 "ProductArn": "arn:aws:securityhub:eu-central-1::product/aws/config", 
 "ProductName": "Config", 
 "CompanyName": "AWS", 
 "Region": "eu-central-1", 
 "GeneratorId": "arn:aws:config:eu-central-1:123456789012:config-rule/config-rule-mburzq", 
 "AwsAccountId": "123456789012", 
 "Types": [ 
  "Software and Configuration Checks" 
 ], 
 "CreatedAt": "2022-04-15T05:00:37.181Z", 
 "UpdatedAt": "2022-04-19T21:20:15.056Z", 
 "Severity": { 
  "Label": "MEDIUM", 
  "Normalized": 40 
 }, 
 "Title": "s3-bucket-level-public-access-prohibited-config-integration-demo", 
 "Description": "This finding is created for a resource compliance change for config rule: 
 s3-bucket-level-public-access-prohibited-config-integration-demo", 
 "ProductFields": { 
  "aws/securityhub/ProductName": "Config", 
  "aws/securityhub/CompanyName": "AWS", 
  "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:eu-central-1::product/aws/
config/arn:aws:config:eu-central-1:123456789012:config-rule/config-rule-mburzq/
finding/46f070df80cd50b68fa6a43594dc5fda1e517902", 
  "aws/config/ConfigRuleArn": "arn:aws:config:eu-central-1:123456789012:config-rule/config-
rule-mburzq", 
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  "aws/config/ConfigRuleName": "s3-bucket-level-public-access-prohibited-config-
integration-demo", 
  "aws/config/ConfigComplianceType": "NON_COMPLIANT" 
 }, 
 "Resources": [{ 
  "Type": "AwsS3Bucket", 
  "Id": "arn:aws:s3:::config-integration-demo-bucket", 
  "Partition": "aws", 
  "Region": "eu-central-1", 
  "Details": { 
   "AwsS3Bucket": { 
    "OwnerId": "4edbba300f1caa608fba2aad2c8fcfe30c32ca32777f64451eec4fb2a0f10d8c", 
    "CreatedAt": "2022-04-15T04:32:53.000Z" 
   } 
  } 
 }], 
 "Compliance": { 
  "Status": "FAILED" 
 }, 
 "WorkflowState": "NEW", 
 "Workflow": { 
  "Status": "NEW" 
 }, 
 "RecordState": "ACTIVE", 
 "FindingProviderFields": { 
  "Severity": { 
   "Label": "MEDIUM" 
  }, 
  "Types": [ 
   "Software and Configuration Checks" 
  ] 
 }
}

統合の有効化と構成
AWS Config 統合を Security Hub と共に使用するには、両方のサービスをセットアップし、少なくとも 1 
つのマネージドルールまたはカスタムルールを AWS Config に追加する必要があります。AWS Config の
セットアップ方法の詳細については、「AWS Config デベロッパーガイド」の「開始方法」を参照してく
ださい。Security Hub をセットアップする方法については、AWS Security Hub の設定 (p. 13) を参照して
ください 。

AWS Config と Security Hub の両方を有効にすると、統合が自動的に有効になり、AWS Config が Security 
Hub への結果送信を即座に開始します。

結果の Security Hub への公開の停止
Security Hub への結果送信を停止するには、Security Hub コンソール、Security Hub API、または AWS 
CLI を使用します。

「統合先からの結果のフローの無効化と有効化 (コンソール) (p. 236)」または「統合先からの結果のフ
ローの無効化 (Security Hub API、AWS CLI) (p. 236)」を参照してください。

AWS Firewall Manager (結果の送信)
Firewall Manager は、リソースのウェブアプリケーションファイアウォール (WAF) ポリシーまたはウェブ
アクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) ルールが非準拠である場合に、結果を Security Hub に送信し
ます。Firewall Manager は、AWS Shield Advanced がリソースを保護していない、または攻撃が特定され
た場合にも結果を送信します。

既に Firewall Manager を使用している場合、Security Hub はこの統合を自動的に有効にします。Firewall 
Manager から結果の受け取りを開始するために追加のアクションを実行する必要はありません。
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統合の詳細については、Security Hub コンソールの [Integrations] (統合) ページを参照してください。

Firewall Manager の詳細については、「AWS WAF 開発者ガイド」を参照してください。

Amazon GuardDuty (結果の送信)
GuardDuty は、サポートされているすべての結果タイプについて、結果を Security Hub に送信しま
す。GuardDuty RDS Protection の検出結果は Security Hub では確認できません。

GuardDuty の新しい結果は、Security Hub に 5 分以内に送信されます。結果の更新は、GuardDuty 設定内
の Amazon EventBridge の [Updated findings] (更新された調査結果) 設定に基づいて送信されます。

GuardDuty の [Settings] (設定) ページを使用して GuardDuty のサンプル結果を生成する場合、Security 
Hub はサンプル結果を受信し、結果タイプのプレフィックス [Sample] を省略します。例え
ば、GuardDuty [SAMPLE] Recon:IAMUser/ResourcePermissions でのサンプルの結果タイプ
は、Security Hub では Recon:IAMUser/ResourcePermissions と表示されます。

GuardDuty 統合の詳細については、「Amazon GuardDuty ユーザーガイド」の「AWS Security Hub との
統合」を参照してください。

AWS Health (結果の送信)
AWS Health は、リソースのパフォーマンスと、AWS のサービスおよびアカウントの可用性を継続的に可
視化します。AWS Health イベントを使用することで、サービスおよびリソースの変更が、AWS で実行さ
れるアプリケーションにどのような影響を及ぼすか確認することができます。

AWS Health との統合には BatchImportFindings を使用しません。その代わりに、AWS Health はサー
ビス間のイベントメッセージングを使用して、結果を Security Hub に送信します。

統合の詳細については、以下のセクションを参照してください。

AWS Health から Security Hub に結果を送信する方法

Security Hub では、セキュリティの問題が調査結果として追跡されます。結果の中には、他の AWS の
サービスやサードパーティーのパートナーが検出した問題に由来するものもあります。Security Hub に
は、セキュリティの問題を検出し、調査結果を生成するために使用する一連のルールもあります。

Security Hub には、これらすべてのソースからの結果を管理するためのツールが用意されています。結果
の一覧を表示およびフィルタリングして、結果の詳細を表示できます。「AWS Security Hub で結果リス
トと詳細を表示する (p. 76)」を参照してください。結果の調査状況を追跡することもできます。「AWS 
Security Hub の結果に対してアクションを実行する (p. 81)」を参照してください。

Security Hub のすべての結果で、AWS Security Finding 形式 (p. 83) 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、および結果の現在の状態に関する詳細が
含まれます。

AWS Health は Security Hub に結果を送信する AWS サービスの１つです。

AWS Health が Security Hub に送信する結果の種類

統合が有効になると、AWS Health は生成されたすべてのセキュリティ関連の結果を Security Hub に送
信します。結果は AWS Security Finding 形式 (p. 83) を使用して Security Hub に送信されます。セキュリ
ティ関連の調査結果は、次のように定義されています。

• AWS セキュリティサービスに関連するすべての検索
• AWS Health の[typeCode] で検出された security、abuse、または certificate という言葉を含む

結果
• AWS Health サービスが risk または abuse であることを示す結果
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AWS Health の結果を Security Hub に送信する

AWS Health の結果を受け入れることを選択した場合、Security Hub は AWS Health の調査結果を受信す
るのに必要な許可を自動的に割り当てます。Security Hub は、この統合を有効にし、Amazon EventBridge 
を介して AWS Health からの調査結果をユーザーに代わってインポートする安全で簡単な方法を提供する
サービス間レベルの許可を使用しています。[Accept Findings] (結果を受け入れる) を選択すると、AWS 
Health の結果を使用する許可が Security Hub に付与されます。

結果が送信されるまでのレイテンシー

AWS Health で新しい結果が作成されると、通常 5 分以内に Security Hub へ送信されます。

Security Hub が使用できない場合の再試行

AWS Health は、EventBridge を通じてベストエフォートベースで結果を Security Hub に送信します。イ
ベントが Security Hub に正常に配信されない場合、EventBridge は 24 時間のイベントの送信を再試行し
ます。

Security Hub の既存の結果を更新する

AWS Health が結果を Security Hub に送信した後に、検索アクティビティの追加観測を反映するために、
同じ結果に対する更新を Security Hub に送信することができます。

検査結果が存在するリージョン

グローバルイベントの場合、AWS Health は、us-east-1 (AWS パーティション)、cn-northwest-1 (中国
パーティション)、gov-us-west-1 (GovCloud パーティション) の Security Hub に結果を送信します。AWS 
Health は、同じリージョン、またはイベントが発生したリージョンの Security Hub に、リージョン固有の
イベントを送信します。

Security Hub での AWS Health 結果の表示

Security Hub で AWS Health の調査結果を表示するには、ナビゲーションパネルから [Findings] (結果) を
選択します。AWS Health の結果のみを表示するようにフィルター処理するには、製品名フィールドから
[Health] (ヘルス) を選択します。

Security Hub での AWS Health の検出名の解釈

AWS Health は、AWS Security Finding 形式 (p. 83) を使用して結果を Security Hub に送信します。AWS 
Health の結果には、Security Hub ASFF 形式とは異なるイベントパターンが使用されます。次の表
は、AWS Health の結果フィールドとそれに対応する ASFF が Security Hub に表示される順に詳細がまと
められています。

Health 結果タイプ ASFF 結果タイプ ハードコードされた値

アカウント AwsAccountId

detail.StartTime CreatedAt

detail.eventDescription.latestDescription説明

detail.eventTypeCode GeneratorId

detail.eventArn (including 
account) + hash of 
detail.startTime

ID

「arn: aws: 
securityhub:<region># product/
aws/health」

ProductArn
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Health 結果タイプ ASFF 結果タイプ ハードコードされた値

アカウントまたは resourceId Resources[i].id

Resources[i].Type 「その他」

SchemaVersion 「2018-10-08」

Severity.Label 以下の「重要度ラベルの解釈」
を参照してください。

「AWS Health 
-」detail.eventTypeCode

タイトル

- Types ["Software and Configuration 
Checks"]

event.time UpdatedAt

Health コンソール上のイベント
の URL

SourceUrl

重要度ラベルの解釈

ASFF 結果の重要度ラベルは、次のロジックを使用して決定されます。

• 次の場合、重要度は [CRITICAL]:
• AWS Health の結果の service フィールドの値が Risk
• AWS Health の結果の typeCode フィールドの値が
AWS_S3_OPEN_ACCESS_BUCKET_NOTIFICATION

• AWS Health の結果の typeCode フィールドの値が
AWS_SHIELD_INTERNET_TRAFFIC_LIMITATIONS_PLACED_IN_RESPONSE_TO_DDOS_ATTACK

• AWS Health の結果の typeCode フィールドの値が
AWS_SHIELD_IS_RESPONDING_TO_A_DDOS_ATTACK_AGAINST_YOUR_AWS_RESOURCES

次の場合、重要度は [HIGH]:
• AWS Health の結果の service フィールドの値が Abuse
• AWS Health 結果の typeCode フィールドの値に SECURITY_NOTIFICATION が含まれている
• typeCode 結果の AWS Health フィールドの値に ABUSE_DETECTION が含まれている

次の場合、重要度は [MEDIUM]:
• 結果の service フィールドが次のいずれかであ

る。ACM、ARTIFACT、AUDITMANAGER、BACKUP、CLOUDENDURE、CLOUDHSM、CLOUDTRAIL、CLOUDWATCH、CODEGURGU、COGNITO、CONFIG、CONTROLTOWER、DETECTIVE、DIRECTORYSERVICE、DRS、EVENTS、FIREWALLMANAGER、GUARDDUTY、IAM、INSPECTOR、INSPECTOR2、IOTDEVICEDEFENDER、KMS、MACIE、NETWORKFIREWALL、ORGANIZATIONS、RESILIENCEHUB、RESOURCEMANAGER、ROUTE53、SECURITYHUB、SECRETSMANAGER、SES、SHIELD、SSO、WAF

• AWS Health 結果の [typeCode] フィールドに値 CERTIFICATE が含まれている
• AWS Health 結果の [typeCode] フィールドに値 END_OF_SUPPORT が含まれている

AWS Health からの一般的な結果

AWS Health は AWS Security Finding 形式 (p. 83) を使用して結果を Security Hub に送信します。以下
に、AWS Health からの一般的な結果の例を示します。

Note

説明が 1,024 文字を超えると 1,024 文字まで切り捨てられ、末尾に (truncated) (切り捨て) と表示
されます。

245



AWS Security Hub ユーザーガイド
Security Hub に結果を送信する AWS サービス

{ 
            "SchemaVersion": "2018-10-08", 
            "Id": "arn:aws:health:us-east-1:123456789012:event/SES/
AWS_SES_CMF_PENDING_TO_SUCCESS/
AWS_SES_CMF_PENDING_TO_SUCCESS_303388638044_33fe2115-8dad-40ce-
b533-78e29f49de96/101F7FBAEFC663977DA09CFF56A29236602834D2D361E6A8CA5140BFB3A69B30", 
            "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/health", 
            "GeneratorId": "AWS_SES_CMF_PENDING_TO_SUCCESS", 
            "AwsAccountId": "123456789012", 
            "Types": [ 
                "Software and Configuration Checks" 
            ], 
            "CreatedAt": "2022-01-07T16:34:04.000Z", 
            "UpdatedAt": "2022-01-07T19:17:43.000Z", 
            "Severity": { 
                "Label": "MEDIUM", 
                "Normalized": 40 
            }, 
            "Title": "AWS Health - AWS_SES_CMF_PENDING_TO_SUCCESS", 
            "Description": "Congratulations! Amazon SES has successfully detected the 
 MX record required to use 4557227d-9257-4e49-8d5b-18a99ced4be9.cmf.pinpoint.sysmon-
iad.adzel.com as a custom MAIL FROM domain for verified identity cmf.pinpoint.sysmon-
iad.adzel.com in AWS Region US East (N. Virginia).\\n\\nYou can now use this MAIL FROM 
 domain with cmf.pinpoint.sysmon-iad.adzel.com and any other verified identity that is 
 configured to use it. For information about how to configure a verified identity to use 
 a custom MAIL FROM domain, see http://docs.aws.amazon.com/ses/latest/DeveloperGuide/mail-
from-set.html .\\n\\nPlease note that this email only applies to AWS Region US East (N. 
 Virginia).", 
            "SourceUrl": "https://phd.aws.amazon.com/phd/home#/event-log?
eventID=arn:aws:health:us-east-1::event/SES/AWS_SES_CMF_PENDING_TO_SUCCESS/
AWS_SES_CMF_PENDING_TO_SUCCESS_303388638044_33fe2115-8dad-40ce-b533-78e29f49de96", 
            "ProductFields": { 
                "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/
aws/health/arn:aws:health:us-east-1::event/SES/AWS_SES_CMF_PENDING_TO_SUCCESS/
AWS_SES_CMF_PENDING_TO_SUCCESS_303388638044_33fe2115-8dad-40ce-b533-78e29f49de96", 
                "aws/securityhub/ProductName": "Health", 
                "aws/securityhub/CompanyName": "AWS" 
            }, 
            "Resources": [ 
                { 
                    "Type": "Other", 
                    "Id": "4557227d-9257-4e49-8d5b-18a99ced4be9.cmf.pinpoint.sysmon-
iad.adzel.com" 
                } 
            ], 
            "WorkflowState": "NEW", 
            "Workflow": { 
                "Status": "NEW" 
            }, 
            "RecordState": "ACTIVE", 
            "FindingProviderFields": { 
                "Severity": { 
                    "Label": "MEDIUM" 
                }, 
                "Types": [ 
                    "Software and Configuration Checks" 
                ] 
            } 
        } 
    ]
}
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統合の有効化と構成

Security Hub をセットアップすると、AWS Health と統合が自動的に有効になります。AWS Health は即座
に Security Hub への結果の送信を開始します。

結果の Security Hub への公開の停止

Security Hub への結果送信を停止するには、Security Hub コンソール、Security Hub API、AWS CLI を使
用します。

「統合先からの結果のフローの無効化と有効化 (コンソール) (p. 236)」または「統合先からの結果のフ
ローの無効化 (Security Hub API、AWS CLI) (p. 236)」を参照してください。

AWS Identity and Access Management Access Analyzer (結果の
送信)
IAM Access Analyzer では、すべての結果が Security Hub に送信されます。

IAM Access Analyzer は、論理ベースの推論を使用して、アカウントでサポートされるリソースに適用さ
れたリソースベースのポリシーを分析します。IAM Access Analyzer は、外部プリンシパルがアカウント
内のリソースにアクセスすることを許可するポリシーステートメントを検出すると、結果を生成します。

詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS Security Hub との統合」を参照してください。

Amazon Inspector (結果の送信)
Amazon Inspector は、AWS のワークロードにおける脆弱性を継続的にスキャンする脆弱性管理サービス
です。Amazon Inspector は、Amazon Elastic Container Registry に存在する 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ます。このスキャンでは、ソフトウェアの脆弱性と意図しない
ネットワークへのエクスポージャーがないかチェックします。

Amazon Inspector と Security Hub の両方を有効化すると、統合は自動的に有効化されます。Amazon 
Inspector で Security Hub への結果の送信が開始されます。Amazon Inspector から生成されたすべての結
果が Security Hub に送信されます。

統合の詳細については、「Amazon Inspector ユーザーガイド」の「AWS Security Hub との統合」を参照
してください。

Security Hub は、Amazon Inspector Classic から結果を受信することもできます。Amazon Inspector 
Classic は、サポートされているすべてのルールパッケージの評価実行によって生成された Security Hub 
に、結果を送信します。

統合の詳細については、「Amazon Inspector ユーザーガイド」の「AWS Security Hub との統合」を参照
してください。

Amazon Inspector と Amazon Inspector Classic の結果では、同じ製品の ARN が使用されます。Amazon 
Inspector の調査結果には、ProductFields に次のエントリがあります。

"aws/inspector/ProductVersion": "2",

AWS IoT Device Defender (結果の送信)
AWS IoT Device Defender は、IoT デバイスの設定の監査、異常動作の検出を目的とした接続デバイスの
モニタリング、セキュリティリスクの軽減を行うセキュリティサービスです。

AWS IoT Device Defender と Security Hub の両方を有効にしたら、Security Hub コンソールの 
[Integrations] (統合) ページにアクセスして、[Audit] (監査)、[Detect] (検出)、またはその両方について
[Accept findings] (結果を受け入れる) を選択します。AWS IoT Device DefenderAudit と Detect は、すべて
の検出結果を Security Hub に送信します。
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AWS IoT Device Defender Audit は、特定の監査チェックタイプと監査タスクに関する一般情報を含む
チェックの概要を Security Hub に送信します。AWS IoT Device DefenderDetect は、機械学習 (ML)、統計
的動作、および静的動作に関する違反の検出結果を Security Hub に送信します。Audit も、検出結果の更
新を Security Hub に送信します。

この統合の詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS Security Hub との統合」を参照
してください。

Amazon Macie (結果の送信)
Macie からの結果では、組織が Amazon S3 に保存しているデータに、ポリシー違反の可能性があるこ
と、または個人を特定できる情報 (PII) などの機密データが存在することを示すことがあります。

デフォルト設定では、Macie はポリシーの結果のみを Security Hub に送信します。機密データの調査結果
も Security Hub に送信するように統合を構成できます。

Security Hub では、ポリシーまたは機密データの結果のタイプが、ASFF と互換性のある値に変更され
ます。例えば、Macie での Policy:IAMUser/S3BucketPublic 結果タイプは、Security Hub では
Effects/Data Exposure/Policy:IAMUser-S3BucketPublic と表示されます。

Macie は、生成されたサンプル結果を Security Hub に送信します。結果のサンプルでは、影響を受けるリ
ソースの名前は macie-sample-finding-bucket であり、Sample フィールドの値は true です。

詳細については、「Amazon Macie ユーザーガイド」の「Amazon Macie とAWS Security Hub との統合」
を参照してください。

AWS Systems Manager Patch Manager (結果の送信)
AWS Systems Manager Patch Manager は、お客様のフリート内のインスタンスがパッチコンプライアン
ス標準に準拠していない場合、結果を Security Hub に送信します。

Patch Manager は、セキュリティ関連のアップデートと他のタイプのアップデートの両方でマネージドイ
ンスタンスにパッチを適用するプロセスを自動化します。

Patch Manager の使用の詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「AWS Systems 
Manager Patch Manager」を参照してください。

Security Hub から結果を受け取る AWS サービス
次の AWS サービスは、Security Hub と統合され、Security Hub から結果を受け取ります。特に明記され
ている場合、統合されたサービスは結果を更新する場合もあります。この場合、統合されたサービスで
行った更新が見つかると、Security Hub にも反映されます。

AWS Audit Manager (結果の受信)
AWS Audit Manager で Security Hub の結果を受け取る方法 これらの結果は、Audit Manager ユーザーが
監査の準備をするうえで役立ちます。

Audit Manager の詳細については、「AWS Audit Manager ユーザーガイド」を参照してくださ
い。AWSAWS Audit Manager でサポートされている Security Hub のチェックでは、Security Hub が結果
を Audit Manager に送信するコントロールの一覧が表示されます。

AWS Chatbot (結果の受信)
AWS Chatbot は、Slack チャンネルと Amazon Chime チャットルームの AWS リソースの監視と操作に役
立つ対話型エージェントです。

AWS Chatbot で Security Hub の結果を受け取る方法
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AWS Chatbot の Security Hub との統合についての詳細は、「AWS Chatbot 管理者ガイド」の「Security 
Hub との統合の概要」を参照してください。

Amazon Detective (結果の受信)
Detective は AWS リソースからログデータを自動的に収集し、機械学習、統計分析、グラフ理論を使用し
て、セキュリティ調査をより迅速かつ効率的に視覚化および実施できるようにします。

Detective と Security Hub を統合することで、Security Hub の Amazon GuardDuty の結果を、Detective に
ピボットすることが許可されます。その後、Detective のツールと視覚化を使用して調査することができま
す。統合には、Security Hub または Detective に追加の設定をする必要はありません。

GuardDuty の結果タイプでは、結果の詳細に [Investigate in Detective] (Detective で調査) というサブセ
クションが含まれます。そのサブセクションには、Detective へのリンクが含まれています。「Amazon 
Detective ユーザーガイド」の「Amazon GuardDuty または AWS Security Hub からエンティティプロファ
イルまたは結果の概要にピボット」を参照してください。

クロスリージョン集約を有効にし、集約リージョンから方向を転換した場合、検出元のリージョンで 
Detective が開きます。

リンクが機能しない場合のトラブルシューティングのアドバイスについては、「ピボットのトラブル
シューティング」を参照してください。

Amazon Security Lake (結果の受信)
Security Lake は、完全マネージド型のセキュリティデータレイクサービスです。Security Lake を使用す
ると、クラウド、オンプレミス、カスタムソースのセキュリティデータを、アカウントに保存されている
データレイクに自動的に一元化できます。サブスクライバーは、Security Lake のデータを調査や分析の
ユースケースに使用できます。

この統合を有効にするには、両方のサービスを有効にし、Security Lake コンソール、Security Lake API、
または AWS CLI で Security Hub をソースとして追加する必要があります。これらの手順を完了する
と、Security Hub はすべての検出結果を Security Lake に送信し始めます。

Security Lake は、Security Hub の検出結果を自動的に正規化し、Open Cybersecurity Schema Framework 
(OCSF) と呼ばれる標準化されたオープンソーススキーマに変換します。Security Lake では、Security 
Hub の検出結果を使用するサブスクライバーを 1 人以上追加できます。

Security Hub をソースとして追加する方法やサブスクライバーを作成する手順など、この統合の詳細につ
いては、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「AWS Security Hub との統合」を参照してくださ
い。

AWS Systems Manager エクスプローラーと OpsCenter (結果の
受信と更新)
AWS Systems Manager エクスプローラーと OpsCenter は、Security Hub から結果を受け取り、Security 
Hub でそれらの結果を更新します。

Explorer は、カスタマイズ可能なダッシュボードを提供し、ユーザーの運用の健全性と AWS 環境のパ
フォーマンスに関する主要なインサイトと分析を提供します。

OpsCenterでは、運用作業項目が一元的に表示され、調査と解決が可能です。

Explorer と OpsCenter の詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「オペレーショ
ン管理」を参照してください。

AWS Trusted Advisor (結果の受信)
Trusted Advisor は、AWS の数十万のお客様にサービスを提供することにより得られた運用実績に基づく
ベストプラクティスを活用しています。Trusted Advisor は、お客様の AWS 環境を検査し、システムの可
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用性とパフォーマンスを向上させる機会やセキュリティギャップを埋める機会がある場合には、レコメン
デーションを作成します。

Trusted Advisor と Security Hub の両方を有効化すると、統合が自動的に更新されます。

Security Hub は、AWS Foundational Security Best Practices のチェックの結果を Trusted Advisor に送信
します。

Security Hub と Trusted Advisor との統合の詳細については、「AWS Support のユーザーガイド」の
「AWS Security Hub のコントロールを AWS Trusted Advisor で表示する」を参照してください。

利用可能なサードパーティーパートナー製品の統合
AWS Security Hub は、複数のサードパーティパートナー製品と統合できます。統合は、次のいずれかのア
クションを実行します。

• 生成された結果を Security Hub に送信します。
• Security Hub から結果を受信します。
• Security Hub の結果を更新します。

Security Hub に結果を送信する統合には、Amazon リソースネーム (ARN) があります。
Note

統合の中には、一部の AWS リージョン でしか使用できないものがあります。
Security Hub コンソールの [Integrations] (統合) ページには、現在のリージョンでサポートされて
いるすべての統合が一覧表示されます。
詳細については、中国 (北京) および中国 (寧夏) でサポートされている統合 (p. 753) および
AWS GovCloud (米国東部) と AWS GovCloud (米国西部) でサポートされている統合 (p. 754) を
参照してください。

セキュリティソリューションをお持ちで、Security Hub パートナーになることにご関心がある場合
は、<securityhub-partners@amazon.com> までご連絡ください。詳細については、「AWS Security 
Hub パートナー統合ガイド」を参照してください。

サードパーティーの Security Hub との統合の概要
以下は、Security Hub に結果を送信するまたは Security Hub から結果を受信するサードパーティーパート
ナーの統合の概要です。

Integration [Direction] (方向) ARN (該当する場合)

3CORESec – 3CORESec 
NTA (p. 255)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/3coresec/3coresec

Alert Logic – SIEMless Threat 
Management (p. 255)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
alertlogic/
althreatmanagement

Aqua Security – Aqua 
Cloud Native Security 
Platform (p. 255)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
aquasecurity/
aquasecurity

Aqua Security – Kube-
bench (p. 255)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
aqua-security/kube-bench
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Armor – Armor 
Anywhere (p. 255)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
armordefense/
armoranywhere

AttackIQ – AttackIQ (p. 256) 結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
attackiq/attackiq-
platform

Barracuda Networks – Cloud 
Security Guardian (p. 256)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
barracuda/
cloudsecurityguardian

BigID – BigID 
Enterprise (p. 256)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
bigid/bigid-enterprise

Blue Hexagon – Blue Hexagon 
forAWS (p. 256)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
blue-hexagon/blue-
hexagon-for-aws

Capitis Solutions – 
C2VS (p. 257)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
capitis/c2vs

Check Point – CloudGuard 
IaaS (p. 257)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
checkpoint/cloudguard-
iaas

Check Point – CloudGuard 
Posture Management (p. 257)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
checkpoint/dome9-arc

Cloud Storage Security 
– Antivirus for Amazon 
S3 (p. 257)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
cloud-storage-security/
antivirus-for-amazon-s3

CrowdStrike – CrowdStrike 
Falcon (p. 257)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
crowdstrike/crowdstrike-
falcon

CyberArk – Privileged Threat 
Analytics (p. 258)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
cyberark/cyberark-pta

Data Theorem – Data 
Theorem (p. 258)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
data-theorem/api-cloud-
web-secure

Forcepoint – Forcepoint 
CASB (p. 258)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
forcepoint/forcepoint-
casb

Forcepoint – Forcepoint Cloud 
Security Gateway (p. 258)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
forcepoint/forcepoint-
cloud-security-gateway

Forcepoint – Forcepoint 
DLP (p. 259)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
forcepoint/forcepoint-
dlp
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Forcepoint – Forcepoint 
NGFW (p. 259)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
forcepoint/forcepoint-
ngfw

Fugue – Fugue (p. 259) 結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
fugue/fugue

Guardicore – Centra 
4.0 (p. 259)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
guardicore/guardicore

Guardicore – Infection 
Monkey (p. 259)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
guardicore/aws-
infection-monkey

HackerOne – Vulnerability 
Intelligence (p. 260)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
hackerone/vulnerability-
intelligence

JFrog – Xray (p. 260) 結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
jfrog/jfrog-xray

Juniper Networks – vSRX Next 
Generation Firewall (p. 260)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
juniper-networks/vsrx-
next-generation-firewall

k9 Security – Access 
Analyzer (p. 260)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
k9-security/access-
analyzer

Lacework – Lacework (p. 261) 結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
lacework/lacework

McAfee – MVISION Cloud Native 
Application Protection Platform 
(CNAPP) (p. 261)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
mcafee-skyhigh/mcafee-
mvision-cloud-aws

NETSCOUT – NETSCOUT 
Cyber Investigator (p. 261)

結果の送信 arn:aws:securityhub:us-
east-1::product/
netscout/netscout-cyber-
investigator

Palo Alto Networks – Prisma 
Cloud Compute (p. 261)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
twistlock/twistlock-
enterprise

Palo Alto Networks – Prisma 
Cloud Enterprise (p. 262)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
paloaltonetworks/redlock

Prowler – Prowler (p. 262) 結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
prowler/prowler

Qualys – Vulnerability 
Management (p. 262)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
qualys/qualys-vm

Rapid7 – InsightVM (p. 262) 結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
rapid7/insightvm
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Integration [Direction] (方向) ARN (該当する場合)

SecureCloudDB – 
SecureCloudDB (p. 263)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
secureclouddb/
secureclouddb

SentinelOne – 
SentinelOne (p. 263)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
sentinelone/endpoint-
protection

Sonrai Security – Sonrai 
Dig (p. 263)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
sonrai-security/sonrai-
dig

Sophos – Server 
Protection (p. 263)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
sophos/sophos-server-
protection

StackRox – StackRox 
Kubernetes Security (p. 263)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
stackrox/kubernetes-
security

Sumo Logic – Machine Data 
Analytics (p. 264)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
sumologicinc/sumologic-
mda

Symantec – Cloud Workload 
Protection (p. 264)

結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
symantec-corp/symantec-
cwp

Tenable – Tenable.io (p. 264) 結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
tenable/tenable-io

Vectra Detect (p. 264) 結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
vectra-ai/cognito-detect

Wiz (p. 265) 結果の送信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
wiz-security/wiz-
security

Atlassian - Jira Service 
Management (p. 265)

結果の受信と更新 該当しない

Atlassian - Jira Service 
Management Cloud (p. 265)

結果の受信と更新 該当しない

Atlassian – Opsgenie (p. 265) 結果の受信 該当しない

FireEye – FireEye 
Helix (p. 266)

結果の受信 該当しない

Fortinet – FortiCNP (p. 266) 結果の受信 該当しない

IBM – QRadar (p. 266) 結果の受信 該当しない

Logz.io Cloud SIEM (p. 266) 結果の受信 該当しない

MetricStream (p. 266) 結果の受信 該当しない
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MicroFocus – MicroFocus 
Arcsight (p. 267)

結果の受信 該当しない

PagerDuty – 
PagerDuty (p. 267)

結果の受信 該当しない

Palo Alto Networks – Cortex 
XSOAR (p. 267)

結果の受信 該当しない

Palo Alto Networks – VM-
Series (p. 267)

結果の受信 該当しない

Rackspace Technology – Cloud 
Native Security (p. 268)

結果の受信 該当しない

Rapid7 – 
InsightConnect (p. 268)

結果の受信 該当しない

RSA – RSA Archer (p. 268) 結果の受信 該当しない

ServiceNow – ITSM (p. 268) 結果の受信と更新 該当しない

Slack – Slack (p. 268) 結果の受信 該当しない

Splunk – Splunk 
Enterprise (p. 269)

結果の受信 該当しない

Splunk – Splunk 
Phantom (p. 269)

結果の受信 該当しない

ThreatModeler (p. 269) 結果の受信 該当しない

Caveonix – Caveonix 
Cloud (p. 269)

結果の送受信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
caveonix/caveonix-cloud

Cloud Custodian – Cloud 
Custodian (p. 269)

結果の送受信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
cloud-custodian/cloud-
custodian

DisruptOps, Inc. – 
DisruptOPS (p. 270)

結果の送受信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
disruptops-inc/
disruptops

Kion (p. 270) 結果の送受信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
cloudtamerio/
cloudtamerio

Turbot – Turbot (p. 270) 結果の送受信 arn:aws:securityhub:<REGION>::product/
turbot/turbot

Security Hub に結果を送信するサードパーティーの統
合
以下のサードパーティーパートナー製品の統合によって、結果が Security Hub に送信されるようになりま
す。Security Hub は、結果を AWS Security Finding 形式 (p. 83)に変換します。
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3CORESec – 3CORESec NTA
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/3coresec/3coresec

3CORESec は、オンプレミスと AWS システムの両方にマネージド検出サービスを提供します。Security 
Hub との統合により、マルウェア、権限のエスカレーション、横方向の移動、不適切なネットワークセグ
メンテーションなどの脅威を可視化できます。

製品リンク

パートナードキュメント

Alert Logic – SIEMless Threat Management
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/alertlogic/althreatmanagement

脆弱性とアセットの可視性、脅威の検出とインシデント管理、AWS WAF、割り当てられた SOC アナリス
トのオプションなど、適切なレベルがカバーされています。

製品リンク

パートナードキュメント

Aqua Security – Aqua Cloud Native Security Platform
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/aquasecurity/aquasecurity

Aqua Cloud Native Security Platform (CSP) は、CI/CD パイプラインからランタイム運用環境まで、コンテ
ナベースのアプリケーションおよびサーバーレスアプリケーションの完全なライフサイクルセキュリティ
を提供します。

製品リンク

パートナードキュメント

Aqua Security – Kube-bench
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/aqua-security/kube-bench

Kube-bench は、Center·for·Internet·Security (CIS) Kubernetes Benchmark を環境に対して実行するオープ
ンソースツールです。

製品リンク

パートナードキュメント

Armor – Armor Anywhere
統合タイプ: 送信
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製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/armordefense/armoranywhere

Armor Anywhere は AWS にマネージドセキュリティとコンプライアンスを提供します。

製品リンク

パートナードキュメント

AttackIQ – AttackIQ
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/attackiq/attackiq-platform

AttackIQ Platform は、MITRE ATT&CK Framework と連携して現実的な敵対的動作をエミュレートし、全
体的なセキュリティ体制の検証と改善を支援します。

製品リンク

パートナードキュメント

Barracuda Networks – Cloud Security Guardian
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/barracuda/cloudsecurityguardian

Barracuda Cloud Security Sentry は、パブリッククラウドでアプリケーションを構築し、ワークロードを
パブリッククラウドに移行するだけでなく、組織の安全性を維持するのに役立ちます。

AWS Marketplace へのリンク

製品リンク

BigID – BigID Enterprise
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/bigid/bigid-enterprise

BigID Enterprise Privacy Management Platform は、企業がすべてのシステムで機密データ (PII) を管理お
よび保護するのに役立ちます。

製品リンク

パートナードキュメント

Blue Hexagon – Blue Hexagon forAWS
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/blue-hexagon/blue-hexagon-for-aws

Blue Hexagon は、リアルタイム脅威検出プラットフォームです。深層学習の原則を使用して、マルウェア
やネットワークの異常を含む既知の脅威、および未知の脅威を検出します。

製品リンク

パートナードキュメント
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Capitis Solutions – C2VS
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/capitis/c2vs

C2VS は、アプリケーション固有の設定ミスとその根本原因を自動的に特定するように設計された、カス
タマイズ可能なコンプライアンスソリューションです。

製品リンク

パートナードキュメント

Check Point – CloudGuard IaaS
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/checkpoint/cloudguard-iaas

Check Point CloudGuard は、クラウド内のアセットを保護するだけでなく、AWS で包括的な脅威防止セ
キュリティを容易に拡張できるようにします。

製品リンク

パートナードキュメント

Check Point – CloudGuard Posture Management
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/checkpoint/dome9-arc

検証可能なクラウドネットワークセキュリティ、高度な IAM 保護、および包括的なコンプライアンスとガ
バナンスを提供する SaaS プラットフォームです。

製品リンク

パートナードキュメント

Cloud Storage Security – Antivirus for Amazon S3
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/cloud-storage-security/antivirus-
for-amazon-s3

Cloud Storage Security は、Amazon S3 オブジェクト向けのクラウドネイティブなマルウェア対策および
ウイルス対策スキャンを提供します。

Antivirus for Amazon S3 は、Amazon S3 内のオブジェクトとファイルのマルウェアや脅威に対するスキャ
ンを、リアルタイムおよびスケジュールされたタイミングで実行します。問題のあるファイルや感染した
ファイルに可視性を提供し、修復します。

製品リンク

パートナードキュメント

CrowdStrike – CrowdStrike Falcon
統合タイプ: 送信

257

https://www.capitissolutions.com/security-hub-integration/
https://www.capitissolutions.com/security-hub-configuration/
http://aws.amazon.com/marketplace/seller-profile?id=a979fc8a-dd48-42c8-84cc-63d5d50e3a2f
https://supportcenter.checkpoint.com/supportcenter/portal?eventSubmit_doGoviewsolutiondetails=&solutionid=sk140412
http://aws.amazon.com/marketplace/seller-profile?id=a979fc8a-dd48-42c8-84cc-63d5d50e3a2f
https://supportcenter.checkpoint.com/supportcenter/portal?eventSubmit_doGoviewsolutiondetails=&solutionid=sk144592&partition=General&product=CloudGuard
https://cloudstoragesec.com/
https://help.cloudstoragesec.com/console-overview/console-settings/#send-scan-result-findings-to-aws-security-hub


AWS Security Hub ユーザーガイド
Security Hub に結果を送信するサードパーティーの統合

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/crowdstrike/crowdstrike-falcon

CrowdStrike Falcon は、単一の軽量センサーで次世代のウイルス対策、エンドポイントの検出と対応、お
よび 24 時間 365 日管理されるクラウド経由のハンティングを統合します。

製品リンク

パートナードキュメント

CyberArk – Privileged Threat Analytics
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/cyberark/cyberark-pta

Privileged Threat Analytics は、特権アカウントでのリスクの高いアクティビティや動作を収集、検出、ア
ラートし、進行中の攻撃を阻止するよう対応します。

製品リンク

パートナードキュメント

Data Theorem – Data Theorem
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/data-theorem/api-cloud-web-secure

Data Theorem は、ウェブアプリケーション、API、クラウドリソースを継続的にスキャンしてセキュリ
ティ上の欠陥やデータプライバシーのギャップを特定し、AppSec データの侵害を防止します。

製品リンク

パートナードキュメント

Forcepoint – Forcepoint CASB
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/forcepoint/forcepoint-casb

Forcepoint CASB では、クラウドアプリケーションの使用を検出し、リスクを分析して、SaaS およびカ
スタムアプリケーションの適切なコントロールを実施できます。

製品リンク

パートナードキュメント

Forcepoint – Forcepoint Cloud Security Gateway
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/forcepoint/forcepoint-cloud-
security-gateway

Forcepoint Cloud Security Gateway は、ユーザーがどこにいるか、データがどこにあるかに関わらず、可
視性、制御、脅威保護を提供する統合型クラウドセキュリティサービスです。

製品リンク
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パートナードキュメント

Forcepoint – Forcepoint DLP
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/forcepoint/forcepoint-dlp

Forcepoint DLP は、人間が主体のリスクに対処し、ユーザーが作業するすべての場所とデータが存在する
すべての場所を可視化して制御します。

製品リンク

パートナードキュメント

Forcepoint – Forcepoint NGFW
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/forcepoint/forcepoint-ngfw

Forcepoint NGFW を使用することで、ネットワークの管理と脅威への対応に必要なスケーラビリティ、保
護、インサイトを備えた AWS 環境をエンタープライズネットワークに接続できるようになります。

製品リンク

パートナードキュメント

Fugue – Fugue
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/fugue/fugue

Fugue は、同一のポリシーを使用して、Infrastructure as Code とクラウドランタイム環境の継続的な検証
を自動化する、エージェントレスかつスケーラブルなクラウドネイティブのプラットフォームです。

製品リンク

パートナードキュメント

Guardicore – Centra 4.0
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/guardicore/guardicore

Guardicore Centra は、最新のデータセンターやクラウドにおけるワークロードのフローの可視化、マイク
ロセグメンテーション、および違反検出を行います。

製品リンク

パートナードキュメント

Guardicore – Infection Monkey
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/guardicore/aws-infection-monkey
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https://forcepoint.github.io/docs/csg_and_aws_security_hub/#forcepoint-cloud-security-gateway-and-aws-security-hub
https://www.forcepoint.com/platform/technology-partners/securing-your-amazon-web-services-aws-workloads
https://frcpnt.com/dlp-securityhub
https://www.forcepoint.com/platform/technology-partners/securing-your-amazon-web-services-aws-workloads
https://frcpnt.com/ngfw-securityhub
https://www.fugue.co/aws-security-hub-integration
https://docs.fugue.co/integrations-aws-security-hub.html
http://aws.amazon.com/marketplace/seller-profile?id=21127457-7622-49be-81a6-4cb5dd77a088
https://customers.guardicore.com/login
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Infection Monkey は、攻撃者に対してネットワークをテストする目的で設計された攻撃シミュレーション
ツールです。

製品リンク

パートナードキュメント

HackerOne – Vulnerability Intelligence
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/hackerone/vulnerability-
intelligence

HackerOne プラットフォームは、世界中のハッカーのコミュニティと提携して、最も関連性の高いセキュ
リティ問題を発見します。Vulnerability Intelligence を使用することで、組織では自動スキャンを上回る対
策を講じることができます。HackerOne のホワイトハッカーによって検証され再現された脆弱性が共有さ
れます。

製品リンク

パートナードキュメント

JFrog – Xray
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/jfrog/jfrog-xray

JFrog Xray は、セキュアなソフトウェアサプライチェーンを実行できるように、ライセンスコンプライア
ンスとセキュリティの脆弱性についてバイナリを継続的にスキャンするユニバーサルアプリケーションセ
キュリティソフトウェア構成分析 (SCA) ツールです。

AWS Marketplace へのリンク

パートナードキュメント

Juniper Networks – vSRX Next Generation Firewall
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/juniper-networks/vsrx-next-
generation-firewall

Juniper Networks' vSRX Virtual Next Generation Firewall は、高度なセキュリティ、セキュアな SD-
WAN、堅牢なネットワーク、組み込みオートメーションを備えた完全なクラウドベースの仮想ファイア
ウォールを提供します。

AWS Marketplace へのリンク

パートナードキュメント

製品リンク

k9 Security – Access Analyzer
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/k9-security/access-analyzer
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http://aws.amazon.com/marketplace/seller-profile?id=21127457-7622-49be-81a6-4cb5dd77a088
https://www.guardicore.com/infectionmonkey/docs/usage/integrations/aws-security-hub/
http://aws.amazon.com/marketplace/seller-profile?id=10857e7c-011b-476d-b938-b587deba31cf
https://docs.hackerone.com/programs/aws-security-hub-integration.html
http://aws.amazon.com/marketplace/seller-profile?id=68002c4f-c9d1-4fa7-b827-fd7204523fb7
https://www.jfrog.com/confluence/display/JFROG/Xray+Integration+with+AWS+SecurityHub
http://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-z7jcugjx442hw
https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/vsrx/vsrx-consolidated-deployment-guide/vsrx-aws/topics/topic-map/security-aws-cloudwatch-security-hub-and-logs.html#id-enable-and-configure-security-hub-on-vsrx
https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/vsrx/vsrx-consolidated-deployment-guide/vsrx-aws/topics/topic-map/security-aws-cloudwatch-security-hub-and-logs.html
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k9 Security は、お客様の AWS Identity and Access Management アカウントで重要なアクセス変更が発
生したときに通知します。k9 Security では、ユーザーと IAM ロールが、重要な AWS のサービス および
データにアクセスできるかを把握することができます。

k9 Security は継続的デリバリー向けに構築され、AWS CDK と Terraform 用のアクション可能なアクセス
監査およびシンプルなポリシーオートメーションにより IAM の操作を可能にします。

製品リンク

パートナードキュメント

Lacework – Lacework
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/lacework/lacework

Lacework は、クラウド向けのデータ駆動型セキュリティプラットフォームです。Lacework Cloud 
Security Platform は、クラウドセキュリティを大規模に自動化し、スピードと安全性を備えたイノベー
ションの実現を可能にします。

製品リンク

パートナードキュメント

McAfee – MVISION Cloud Native Application Protection Platform 
(CNAPP)
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/mcafee-skyhigh/mcafee-mvision-
cloud-aws

McAfee MVISION Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP) は、お客様の AWS 環境にクラウ
ドのセキュリティ体制管理 (CSPM) およびクラウドワークロード保護プラットフォーム (CWPP) を提供し
ます。

製品リンク

パートナードキュメント

NETSCOUT – NETSCOUT Cyber Investigator
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/netscout/netscout-cyber-
investigator

NETSCOUT Cyber Investigator は、企業全体のネットワーク脅威、リスク調査、フォレンジック分析プ
ラットフォームで、サイバー脅威によるビジネスへの影響を軽減します。

製品リンク

パートナードキュメント

Palo Alto Networks – Prisma Cloud Compute
統合タイプ: 送信
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https://www.k9security.io/lp/operationalize-aws-iam-security-hub
https://www.k9security.io/docs/how-to-configure-k9-access/
https://www.lacework.com/platform/aws/
https://lacework-alliances.netlify.app/aws-security-hub-integration/
http://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ol6txkzkdyacc
https://success.myshn.net/Cloud_Native_Application_Protection_Platform_(IaaS)/Amazon_Web_Services_(AWS)/Integrate_MVISION_Cloud_with_AWS_Security_Hub
http://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-reujxcu2cv3f4?qid=1608874215786&sr=0-1&ref_=srh_res_product_title
https://www.netscout.com/solutions/cyber-investigator-aws
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製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/twistlock/twistlock-enterprise

Prisma Cloud Compute は、VM、コンテナ、およびサーバーレスプラットフォームを保護する、クラウド
ネイティブのサイバーセキュリティプラットフォームです。

製品リンク

パートナードキュメント

Palo Alto Networks – Prisma Cloud Enterprise
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/paloaltonetworks/redlock

クラウドセキュリティ分析、高度な脅威検出、およびコンプライアンスモニタリングにより、AWS のデプ
ロイを保護します。

製品リンク

パートナードキュメント

Prowler – Prowler
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/prowler/prowler

Prowler は、セキュリティのベストプラクティス、強化、継続的なモニタリングに関連する AWS のチェッ
クを実行するオープンソースのセキュリティツールです。

製品リンク

パートナードキュメント

Qualys – Vulnerability Management
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/qualys/qualys-vm

Qualys Vulnerability Management (VM) は脆弱性を継続的にスキャンして識別し、アセットを保護しま
す。

製品リンク

パートナードキュメント

Rapid7 – InsightVM
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/rapid7/insightvm

Rapid7 InsightVM は、最新の環境のための脆弱性管理を提供し、脆弱性の検出、優先順位付け、および修
復を効率化します。

製品リンク

パートナードキュメント
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http://aws.amazon.com/marketplace/seller-profile?id=0ed48363-5064-4d47-b41b-a53f7c937314
https://docs.paloaltonetworks.com/prisma/prisma-cloud/prisma-cloud-admin-compute/alerts/aws_security_hub.html
http://aws.amazon.com/marketplace/seller-profile?id=0ed48363-5064-4d47-b41b-a53f7c937314
https://docs.paloaltonetworks.com/prisma/prisma-cloud/prisma-cloud-admin/configure-external-integrations-on-prisma-cloud/integrate-prisma-cloud-with-aws-security-hub
https://github.com/prowler-cloud/prowler
https://github.com/prowler-cloud/prowler#security-hub-integration
https://www.qualys.com/public-cloud/#aws
https://qualys-secure.force.com/discussions/s/article/000005831
https://www.rapid7.com/partners/technology-partners/amazon-web-services/
https://docs.rapid7.com/insightvm/aws-security-hub/
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SecureCloudDB – SecureCloudDB

統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/secureclouddb/secureclouddb

SecureCloudDB は、内部および外部のセキュリティ体制とアクティビティを包括的に可視化するクラウ
ドネイティブなデータベースセキュリティツールです。セキュリティ違反にフラグを立てて、悪用可能な
データベースの脆弱性に対する修復を提供します。

製品リンク

パートナードキュメント

SentinelOne – SentinelOne

統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/sentinelone/endpoint-protection

SentinelOne は、自律型の Extended Detection and Response (XDR) プラットフォームで、エンドポイン
ト、コンテナ、クラウドワークロード、および IoT デバイスにわたって、AI を使用した防止、検知、対
応、ハンティングなどを行います。

AWS Marketplace へのリンク

パートナードキュメント

製品リンク

Sonrai Security – Sonrai Dig
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/sonrai-security/sonrai-dig

Sonrai Dig は、クラウドの誤った構成とポリシー違反を監視および修正することで、セキュリティとコン
プライアンス体制の改善を可能にします。

製品リンク

パートナードキュメント

Sophos – Server Protection
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/sophos/sophos-server-protection

Sophos Server Protection は、包括的な多層防御テクノロジーを使用して、組織の中核となる重大なアプ
リケーションとデータを保護します。

製品リンク

パートナードキュメント

StackRox – StackRox Kubernetes Security
統合タイプ: 送信
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http://aws.amazon.com/marketplace/pp/B08P2HR2Z7
https://help.secureclouddb.com/guide/aws/security_hub.html
http://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-2qxvr62fng6li?sr=0-2&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa
https://support.sentinelone.com/hc/en-us/articles/4412384322711-Marketplace-Overview
https://www.sentinelone.com/sentinelone-for-aws/
https://sonraisecurity.com/solutions/amazon-web-services-aws-and-sonrai-security/
https://sonraisecurity.com/blog/monitor-privilege-escalation-risk-of-identities-from-aws-security-hub-with-integration-from-sonrai/
https://www.sophos.com/en-us/lp/aws-security-hub-integration.aspx
https://support.sophos.com/support/s/article/KB-000036466?language=en_US
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製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/stackrox/kubernetes-security

StackRox により、ビルド、デプロイ、実行など、コンテナのライフサイクル全体にわたってコンプライア
ンスとセキュリティポリシーを適用することで、エンタープライズにおけるコンテナと Kubernetes のデ
プロイを大規模に保護できます。

製品リンク

パートナードキュメント

Sumo Logic – Machine Data Analytics
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/sumologicinc/sumologic-mda

Sumo Logic は、DevSecOps チームが AWS アプリケーションを構築、実行、および保護することができ
る、安全なマシンデータ分析プラットフォームです。

製品リンク

パートナードキュメント

Symantec – Cloud Workload Protection
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/symantec-corp/symantec-cwp

Cloud Workload Protection は、マルウェア対策、侵入防止、およびファイルの整合性モニタリングによ
り、Amazon EC2 インスタンスを完全に保護します。

製品リンク

パートナードキュメント

Tenable – Tenable.io
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/tenable/tenable-io

脆弱性を正確に特定し、調査し、優先順位を付けます。クラウドで管理されます。

製品リンク

パートナードキュメント

Vectra Detect
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/vectra-ai/cognito-detect

Vectra は、高度な AI を適用してサイバーセキュリティを変革し、隠れたサイバー攻撃者による盗難や損
害を事前に検出して対応します。

AWS Marketplace へのリンク

パートナードキュメント
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http://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07RP4B4P1
https://help.stackrox.com/docs/integrate-with-other-tools/integrate-with-aws-security-hub/
https://www.sumologic.com/application/aws-security-hub/
https://help.sumologic.com/07Sumo-Logic-Apps/01Amazon_and_AWS/AWS_Security_Hub
https://www.broadcom.com/products/cyber-security/endpoint/hybrid-cloud/cloud-workload-protection
https://help.symantec.com/cs/scwp/SCWP/v130271667_v111037498/Intergration-with-AWS-Security-Hub/?locale=EN_US&sku=CWP_COMPUTE
https://www.tenable.com/
https://github.com/tenable/Security-Hub
http://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-x2mabtjqsjb2w
https://cognito-resource-guide.s3.us-west-2.amazonaws.com/Vectra_AWS_SecurityHub_Integration_Guide.pdf
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Wiz – Wiz Security
統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/wiz-security/wiz-security

Wiz は、AWS アカウント、ユーザー、ワークロードの設定、脆弱性、ネットワーク、IAM 設定、シーク
レットなどを継続的に分析して、実際のリスクとなる重大な問題を発見します。Wiz と Security Hub を統
合すると、Wiz が検出した問題を Security Hub コンソールから視覚化して対応できます。

AWS Marketplace へのリンク

パートナードキュメント

Security Hub から結果を受信するサードパーティーの
統合
以下のサードパーティーパートナー製品の統合によって、結果が Security Hub から受信されるようにな
ります。特に明記されている場合、製品は結果を更新する場合もあります。この場合、パートナー製品で
行った更新が見つかると、Security Hub にも反映されます。

Atlassian - Jira Service Management
統合タイプ: 受信と更新

Jira 向けの AWS Service Management Connector は、Security Hub から結果を Jira に送信します。結果に
基づいて Jira の課題が作成されます。Jira の課題が更新されると、Security Hub の対応する結果も更新さ
れます。

統合では Jira サーバーと Jira データセンターのみがサポートされています。

統合の概要とその仕組みについては、「AWS Security Hub - Atlassian Jira Service Management との双方
向統合」の動画をご覧ください。

製品リンク

パートナードキュメント

Atlassian - Jira Service Management Cloud
統合タイプ: 受信と更新

Jira Service Management Cloud は、Jira Service Management のクラウドコンポーネントです。

Jira 向けの AWS Service Management Connector は、Security Hub から結果を Jira に送信します。検出結
果は、Jira Service Management Cloud での問題の作成をトリガーします. Jira Service Management Cloud 
で問題を更新すると、対応する検出結果が Security Hub でも更新されます。

製品リンク

パートナードキュメント

Atlassian – Opsgenie
統合タイプ: 受信

Opsgenie は、常時稼働のサービスを運用するための最新のインシデント管理ソリューションであり、開発
および運用チームがサービス中断の計画を立て、インシデント中の管理を維持できるようにします。
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http://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-wgtgfzwbk4ahy
https://docs.wiz.io/wiz-docs/docs/security-hub-integration
https://www.youtube.com/watch?v=uEKwu0M8S3M
https://www.youtube.com/watch?v=uEKwu0M8S3M
https://www.atlassian.com/software/jira/service-management
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/integrations-jiraservicedesk.html
https://marketplace.atlassian.com/apps/1221283/aws-service-management-connector-for-jsm?tab=overview&hosting=cloud
https://docs.aws.amazon.com/smc/latest/ag/integrations-jsmcloud.html
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Security Hub と統合することで、ミッションクリティカルなセキュリティ関連のインシデントが適切な
チームにルーティングされるため、即座の解決が可能となります。

製品リンク

パートナードキュメント

FireEye – FireEye Helix
統合タイプ: 受信

FireEye Helix は、クラウドホスト型のセキュリティ運用プラットフォームであり、組織は、アラートから
修正までのあらゆるインシデントを制御できるようになります。

製品リンク

パートナードキュメント

Fortinet – FortiCNP
統合タイプ: 受信

FortiCNP は、セキュリティの結果を実用的なインサイトに集約し、リスクスコアに基づいてセキュリティ
の洞察に優先順位を付けてアラートの疲労を軽減し、修復を加速するクラウドネイティブ保護製品です。

AWS Marketplace へのリンク

パートナードキュメント

IBM – QRadar
統合タイプ: 受信

IBM QRadar は、迅速かつ正確に脅威を検出し、優先順位付けし、調査、および対応する機能をセキュリ
ティチームに提供します。

製品リンク

パートナードキュメント

Logz.io Cloud SIEM
統合タイプ: 受信

Logz.io はログとイベントデータの高度な相関関係を提供し、セキュリティチームがセキュリティの脅威を
リアルタイムで検出、分析、対応できるようにする Cloud SIEM のプロバイダです。

製品リンク

パートナードキュメント

MetricStream – CyberGRC
統合タイプ: 受信

MetricStream CyberGRC は、サイバーセキュリティリスクの管理、測定、軽減に役立ちます。Security 
Hub の検出結果を受け取ることで、CyberGRC はこれらのリスクをより詳細に把握できるため、サイバー
セキュリティへの投資を優先して IT ポリシーを遵守することができます。
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https://www.atlassian.com/software/opsgenie
https://docs.opsgenie.com/docs/amazon-security-hub-integration-bidirectional
https://www.fireeye.com/solutions/helix.html
https://docs.fireeye.com/docs/index.html#helix
http://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-vl24vc3mcb5ak
https://docs.fortinet.com/document/forticnp/22.3.a/online-help/467775/aws-security-hub-configuration
https://www.ibm.com/security/security-intelligence/qradar/securing-the-cloud
https://www.ibm.com/docs/en/qradar-common?topic=configuration-integrating-aws-security-hub
https://logz.io/solutions/cloud-monitoring-aws/
https://docs.logz.io/shipping/security-sources/aws-security-hub.html
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AWS Marketplace へのリンク

製品リンク

MicroFocus – MicroFocus Arcsight
統合タイプ: 受信

ArcSight はリアルタイムの効果的な脅威の検出と対応を加速し、レスポンスのオートメーションとオーケ
ストレーションにより、イベントの相関と監視対象外の分析を統合します。

製品リンク

パートナードキュメント

PagerDuty – PagerDuty
統合タイプ: 受信

PagerDuty のデジタル運用管理プラットフォームを使用すると、あらゆるシグナルが自動的に適切なイン
サイトとアクションに変換されることで、顧客に影響を与える問題を事前に軽減できます。

AWS ユーザーは、AWS が備える一連の PagerDuty との統合を利用して、AWS およびハイブリッド環境
を確実にスケールすることができます。

PagerDuty を Security Hub の集約および整理されたセキュリティアラートと組み合わせれば、チームは脅
威応答プロセスを自動化し、潜在的な問題を防ぐためのカスタムアクションを迅速に設定することが可能
になります。

クラウド移行プロジェクトを実施している PagerDuty ユーザーは、移行のライフサイクルを通して発生す
る問題の影響を軽減しながら、迅速に移行することができます。

製品リンク

パートナードキュメント

Palo Alto Networks – Cortex XSOAR
統合タイプ: 受信

Cortex XSOAR は、セキュリティ製品スタック全体と統合してインシデント対応とセキュリティ運用を迅
速化する、Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR) プラットフォームです。

製品リンク

パートナードキュメント

Palo Alto Networks – VM-Series
統合タイプ: 受信

Palo Alto VM-Series と Security Hub との統合により、脅威インテリジェンスを収集し、セキュリティポ
リシーの自動更新として VM-Series 次世代ファイアウォールに送信して、悪質な IP アドレスアクティビ
ティをブロックします。

製品リンク

パートナードキュメント
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Rackspace Technology – Cloud Native Security
統合タイプ: 受信

ネイティブ AWS セキュリティ製品に加えて、Rackspace Technology は Rackspace SOC による 24 時間 
365 日のモニタリング、高度な分析、脅威の軽減によるマネージドセキュリティサービスを提供します。

製品リンク

Rapid7 – InsightConnect
統合タイプ: 受信

Rapid7 InsightConnect は、セキュリティ上のオーケストレーションとオートメーションのソリューション
であり、コードをほとんどまたは一切使用せずに SOC 操作を最適化することが可能です。

製品リンク

パートナードキュメント

RSA – RSA Archer
統合タイプ: 受信

RSA Archer IT およびセキュリティリスク管理では、ビジネスにとって重要な資産を特定し、セキュリ
ティポリシーと標準を確立して伝え、攻撃を検出して対応し、セキュリティ上の欠陥を特定して修正し、
明確な IT リスク管理のベストプラクティスを確立できます。

製品リンク

パートナードキュメント

ServiceNow – ITSM
統合タイプ: 受信と更新

ServiceNow と Security Hub との統合により、Security Hub からのセキュリティ結果を ServiceNow ITSM 
で表示することができます。また、Security Hub から結果を受信したときに、ServiceNow でインシデント
または問題を自動的に作成するよう設定することもできます。

これらのインシデントや問題が更新されると、Security Hub の結果が更新されます。

統合の概要とその仕組みについては、「AWSSecurity Hub - ServiceNow ITSM との双方向統合」の動画を
ご覧ください。

製品リンク

パートナードキュメント

Slack – Slack
統合タイプ: 受信

Slack は、人、データ、およびアプリケーションを 1 か所に集約するビジネステクノロジースタックのレ
イヤーです。人々が効果的に協力し、重要な情報を見つけ、何十万もの重要なアプリケーションやサービ
スにアクセスして、最善の仕事ができるようにします。

製品リンク

パートナードキュメント

268
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から結果を受信するサードパーティーの統合

Splunk – Splunk Enterprise
統合タイプ: 受信

Splunk では、Security Hub の結果のコンシューマーとして Amazon CloudWatch Events を使用します。
データを Splunk に送信すると、高度なセキュリティ分析と SIEM を実行できます。

製品リンク

パートナードキュメント

Splunk – Splunk Phantom
統合タイプ: 受信

AWS Security Hub 向けの Splunk Phantom アプリケーションを使用すると、追加の脅威インテリジェンス
情報を使用した自動コンテキスト強化、または自動応答アクションの実行のために、結果が Phantom に送
信されます。

製品リンク

パートナードキュメント

ThreatModeler
統合タイプ: 受信

ThreatModeler は、エンタープライズソフトウェアとクラウド開発のライフサイクルを保護し、スケール
する自動化された脅威モデリングソリューションです。

製品リンク

パートナードキュメント

Security Hub に結果を送信し、Security Hub から結果
を受信するサードパーティーの統合
以下のサードパーティーパートナー製品の統合によって、結果が Security Hub に送信され、結果が 
Security Hub から受信されるようになります。

Caveonix – Caveonix Cloud
統合タイプ: 送信と受信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/caveonix/caveonix-cloud

Caveonix Cloud は、コンプライアンスの自動化とハイブリッドクラウドのセキュリティ体制管理を提供
し、包括的なワークロード保護を実現する SaaS リスク軽減プラットフォームです。

製品リンク

パートナードキュメント

Cloud Custodian – Cloud Custodian
統合タイプ: 送信と受信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/cloud-custodian/cloud-custodian
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Cloud Custodian により、ユーザーをクラウドで適切に管理できます。シンプルな YAML DSL を使用する
ことでルールの定義が容易で、クラウドインフラストラクチャを適切に管理でき、セキュリティとコスト
の最適化の両方を実現することができます。

製品リンク

パートナードキュメント

DisruptOps, Inc. – DisruptOPS
統合タイプ: 送信と受信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/disruptops-inc/disruptops

DisruptOps の Security Operations Platform は、自動化されたガードレールを使用することにより、組織が
クラウド内でベストプラクティスを維持するのに役立ちます。

製品リンク

パートナードキュメント

Kion
統合タイプ: 送信と受信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/cloudtamerio/cloudtamerio

Kion (旧 cloudtamer.io) は、AWS の包括的なクラウドガバナンスソリューションです。Kion は、ステーク
ホルダーにクラウドオペレーションを可視化し、クラウドユーザーのアカウントの管理、予算とコストの
管理、継続的なコンプライアンスの確保を支援します。

製品リンク

パートナードキュメント

Turbot – Turbot
統合タイプ: 送信と受信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/turbot/turbot

Turbot は、クラウドインフラストラクチャの安全性、準拠性、スケーラブル性を保証し、そのコストを最
適化します。

製品リンク

パートナードキュメント

カスタム製品統合を使用した AWS Security Hub へ
の結果の送信

Security Hub は、統合された AWS サービスとサードパーティー製品によって生成された結果だけでな
く、利用される可能性のある他のカスタムセキュリティ製品によって生成された結果を使用することもで
きます。

これらの結果を Security Hub に手動で送信するには、BatchImportFindings API オペレーション を使
用します。
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https://cloudcustodian.io/docs/aws/topics/securityhub.html
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結果の送信に関する要件と推奨事項 

カスタム統合を設定する場合は、「Security Hub パートナー統合ガイド」で提供される「ガイドラインと
チェックリスト」を使用します。

カスタムセキュリティ製品からの結果の送信に関する
要件と推奨事項
BatchImportFindings API オペレーションを正常に呼び出すには、あらかじめ Security Hub を有効に
しておく必要があります。

the section called “Finding 形式” (p. 83) を使用して結果の詳細を指定する必要があります。カスタム統合
からの結果には、以下の要件と推奨事項を使用します。

製品 ARN の設定

Security Hub を有効にすると、Security Hub 用のデフォルトの製品 Amazon リソースネーム (ARN) が
現在のアカウントで生成されます。

この製品 ARN の形式は、arn:aws:securityhub:<region>:<account-
id>:product/<account-id>/default です。例えば、arn:aws:securityhub:us-
west-2:123456789012:product/123456789012/default です。

BatchImportFindings API オペレーションを呼び出すときに、この製品 ARN を ProductArn 属
性の値として使用します。

会社名と製品名の定義

BatchImportFindings を使用して、Security Hub に結果を送信するカスタム統合の優先会社名と
製品名を設定します。

事前設定された会社名と製品名 (個人名とデフォルト名) のそれぞれが指定した名前で置き換えら
れ、Security Hub コンソールと各結果の JSON に表示されます。「BatchImportFindings を使用して
結果を作成および更新する (p. 69)」を参照してください。

結果 ID の設定

Id 属性を使用して、独自の結果の ID を提供、管理、および増分する必要があります。

新しい各結果には、固有の結果 ID が必要です。
アカウント ID の設定

AwsAccountId 属性を使用して、自分のアカウント ID を指定する必要があります。
作成日と更新日の設定

CreatedAt および UpdatedAt 属性に独自のタイムスタンプを渡す必要があります。

カスタム製品からの結果の更新
カスタム製品から新しい結果を送信するだけでなく、BatchImportFindings API オペレーションを使用
して、カスタム製品から既存の結果を更新することもできます。

既存の結果を更新するには、既存の結果 ID を (Id 属性を介して) 使用します。リクエストで更新された適
切な情報 (変更された UpdatedAt タイムスタンプを含む) を使用して、完全な結果を再送信します。

カスタム統合の例
次のカスタム製品の統合例をガイドとして使用して、独自のカスタムソリューションを作成できます。

271

https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/partnerguide/integration-guidelines-checklists.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/partnerguide/integration-guidelines-checklists.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/1.0/APIReference/API_BatchImportFindings.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/1.0/APIReference/API_AwsSecurityFinding.html#securityhub-Type-AwsSecurityFinding-ProductArn
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/1.0/APIReference/API_AwsSecurityFinding.html#securityhub-Type-AwsSecurityFinding-Id
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/1.0/APIReference/API_AwsSecurityFinding.html#securityhub-Type-AwsSecurityFinding-AwsAccountId
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/1.0/APIReference/API_AwsSecurityFinding.html#securityhub-Type-AwsSecurityFinding-CreatedAt
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/1.0/APIReference/API_AwsSecurityFinding.html#securityhub-Type-AwsSecurityFinding-UpdatedAt
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/1.0/APIReference/API_BatchImportFindings.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/1.0/APIReference/API_AwsSecurityFinding.html#securityhub-Type-AwsSecurityFinding-Id
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/1.0/APIReference/API_AwsSecurityFinding.html#securityhub-Type-AwsSecurityFinding-UpdatedAt


AWS Security Hub ユーザーガイド
カスタム統合の例

Chef InSpec スキャンからの結果を Security Hub に送信する

Chef InSpec コンプライアンススキャンを実行する AWS CloudFormation テンプレート を作成して 
Security Hub に結果を送信することができます。

詳細については、「Chef InSpec および AWS Security Hub の継続的なコンプライアンスモニタリン
グ」を参照してください。

Trivy によって検出されたコンテナの脆弱性を Security Hub へ送信する

AquaSecurity Trivy を使用する AWS CloudFormation テンプレートを作成して、コンテナの脆弱性を
スキャンし、これらの脆弱性の結果を Security Hub に送信することができます。

詳細については、「Trivy および AWS Security Hub のコンテナの脆弱性スキャン用の CI/CD パイプラ
インを構築する方法」を参照してください。
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AWS Security Hub のセキュリティ標
準とコントロール

AWS Security Hub は、サポートされているさまざまな AWS、およびサードパーティー製品からのセキュ
リティ結果を消費、集約、分析します。

Security Hub は、サポートされている一連のセキュリティ標準のルールに対して自動的かつ継続的な
チェックを実行することで、独自の結果も生成します。これらのルールにより、標準内のコントロールが
遵守されているかどうかを判断します。このようなチェックを行うことにより、準備状況スコアを取得で
き、注意の必要なアカウントおよびリソースを特定できます。

Security Hub では、以下の標準のコントロールが利用できます。

• CIS AWS Foundations (p. 535)
• Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) (p. 653)
• AWS Foundational Security Best Practices (p. 361)

セキュリティチェックのための Security Hub の料金については、「Security Hub の料金」を参照してくだ
さい。

トピック
• 今後の機能: 統合コントロールビューと統合統制結果 (p. 273)
• AWS Security Hub のセキュリティチェックの実行方法と使用方法 (p. 336)
• セキュリティ標準の表示と管理 (p. 347)
• コントロールの表示と管理 (p. 353)
• AWS Security Hub で使用可能なセキュリティ標準 (p. 361)

今後の機能: 統合コントロールビューと統合統制結
果

統合コントロールビューと統合統制結果は、今後予定されている AWS セキュリティハブの機能で、中
国と AWS GovCloud (US) を除くすべてのサポート対象地域で 2023 年の第 1 四半期にリリースされる
予定です。これらの機能は変更される可能性があり、まだ使用できません。このセクションでは、今後
予定されている機能に備えるのに役立つガイダンスが提供されています。

セキュリティハブは、2023 年の第 1 四半期に、コントロールを標準から切り離し、統制結果の閲覧と受
け取りを効率化する 2 つの新機能をリリースする予定です。

今後追加される機能は以下のとおりです。

• 統合コントロールビュー — この機能がリリースされると、セキュリティハブコンソールの新しい
[Controls] (コントロール) ページに、規格全体にわたるすべての統制が表示されます。この機能では、規
格全体の各統制ごとに 1 つの識別子も導入されます。

• 統合統制結果 — 統合統制結果を有効にすると、チェックが複数の規格で共有されている場合でも、セ
キュリティハブはセキュリティチェックに対して単一の結果を生成します。これは検索時のノイズを減
らすためのものです。この機能がリリースされる時点でセキュリティハブを有効にしている場合は、デ
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機能 #1: 統合コントロールビュー

フォルトで無効になります。この機能のリリース以降にセキュリティハブを有効にすると、デフォルト
で有効になります。

どちらの機能でも、AWS Security Finding 形式 (p. 83) の統制結果フィールドと値に変更が加えられます。
これらの変更は、既存のワークフローに影響する可能性があります。

ここでは、今後追加される機能の概要とその準備方法について説明します。

機能 #1: 統合コントロールビュー
現在、コントロールはセキュリティ標準の観点から特定、表示、管理されています。セキュリティハブコ
ンソールでは、まず特定の規格に移動して、その規格の統制の一覧を確認する必要があります。

統合コントロールビューのリリース後は、セキュリティハブコンソールの新しい [Controls] (コントロー
ル) ページから、すべてのコントロールのリストを確認できるようになります。また、セキュリティ
ハブは、どの規格でも一貫したセキュリティコントロール ID をコントロールに割り当てます。AWS 
FSBP 標準の現在の命名規則に従い、コントロール ID には関連するサービスと固有の番号が含まれま
す。例えば、「AWS Config を有効にする必要があります」コントロールは現在、AWS FSBP 標準では 
Config.1、Center for Internet Security (CIS) v1.2.0 AWS Foundations Benchmark では 2.5、CIS v1.4.0 で
は 3.5、ペイメントカード業界データセキュリティ標準 (PCI DSS) では PCI.Config.1 として識別されてい
ます。このリリース以降、このコントロールには、すべての規格で Config.1 という単一の識別子が割り当
てられます。

AWS Fundational Security Best Practices (FSBP) 規格の一部であるコントロールの場合、統制識別子は
StandardsControl.ControlId の既存の値と同じままです。

そのコントロールを含む 1 つ以上の有効な規格のコントロールを有効にすることができます。また、1 つ
以上の有効な規格のコントロールを無効にすることもできます。これまでと同様に、ビジネスケースに適
用される規格を有効にすることができます。

統合コントロールビューのリリース後の統制結果フィールドと値
の変更
統合コントロールビューのリリース後、ASFF の統制結果フィールドと値に対する以下の変更の影響を受
ける可能性があります。

ASFF フィールド 統合コントロール
ビューのリリース前の
サンプル値

統合コントロール
ビューのリリース後の
サンプル値および変更
の説明

Compliance.SecurityControlId 該当なし (新しいフィー
ルド)

EC2.2

規格全体で単一のコン
トロール ID を導入しま
す。ProductFields.RuleId
は、CISv1.2.0 コント
ロールには引き続き
規格ベースのコント
ロール ID を提供しま
す。ProductFields.ControlId
は、他の規格のコント
ロールについて、引き
続き規格ベースのコン
トロール ID を提供しま
す。
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ASFF フィールド 統合コントロール
ビューのリリース前の
サンプル値

統合コントロール
ビューのリリース後の
サンプル値および変更
の説明

Compliance.AssociatedStandards 該当なし (新しいフィー
ルド)

[{「StandardsId」:
「standards/aws-
foundational-security-
best-practices/
v/1.0.0」}]

コントロールが関連付
けられている有効な規
格を示します。

ProductFields.ArchivalReasons:0/Description 該当なし (新しいフィー
ルド)

「統合統制結果がオン
またはオフになってい
るため、結果はアーカ
イブ済み状態になって
います。これにより、
新しい結果が生成され
るときに、以前の状態
の結果がアーカイブさ
れます。」

Security Hub が既存の
結果をアーカイブした
理由について説明しま
す。

ProductFields.ArchivalReasons:0/ReasonCode 該当なし (新しいフィー
ルド)

「統合統制結果更新」

Security Hub が既存の
調査結果をアーカイブ
した理由を示します。

ProductFields.RecommendationUrl https://
docs.aws.amazon.com/
console/securityhub/
PCI.EC2.2/remediation

https://
docs.aws.amazon.com/
console/securityhub/
EC2.2/remediation

このフィールドは標準
を参照しなくなりま
す。

Remediation.Recommendation.Text 「この問題を解決す
る方法については、
「AWS Security Hub 
PCI DSS のドキュメン
ト」を参照してくださ
い。」

「この問題を解決
する方法について
は、「EC2.2 の AWS 
Security Hub ドキュメ
ント」を参照してくだ
さい。」

このフィールドは標準
を参照しなくなりま
す。
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ASFF フィールド 統合コントロール
ビューのリリース前の
サンプル値

統合コントロール
ビューのリリース後の
サンプル値および変更
の説明

Remediation.Recommendation.Url https://
docs.aws.amazon.com/
console/securityhub/
PCI.EC2.2/remediation

https://
docs.aws.amazon.com/
console/securityhub/
EC2.2/remediation

このフィールドは標準
を参照しなくなりま
す。

機能 #2: 統合統制結果
現在、複数の規格に同じセキュリティチェックに対する個別のコントロールが含まれています。セキュ
リティハブは、同じセキュリティチェックによって評価される各関連コントロールに対して、規格ごと
に個別の結果を生成します。現在の動作の詳細については、「コントロールの結果を生成および更新す
る (p. 338)」を参照してください。

このリリース以降、統合統制結果を有効にすることで、統制結果の数を減らすことができます。この機能
を有効にすると、セキュリティハブは、チェックが複数の規格で共有されている場合でも、コントロール
のセキュリティチェックごとに単一の結果または結果の更新を生成します。

例えば、統合統制結果を有効にすると、そのコントロールが AWS FSBP 標準、CIS v1.2.0、CIS v1.4.0、
および PCI DSS に関連付けられている場合でも、Config.1 のセキュリティチェックの結果が 1 つ表示さ
れます。統合統制結果をオフにした場合、FSBP 標準、CIS v1.2.0、CIS v1.4.0、および PCI DSS のコン
トロールを有効にしていれば、Config.1 のセキュリティチェックで 4 つの個別の結果を受け取ることがで
きます。

統合統制結果を有効にした後の統制結果のフィールドと値の変更
統合統制結果を有効にした場合、ASFF の統制結果のフィールドと値に次の変更が加えられると、影響を
受ける可能性があります。これらの変更は、統合コントロールビューについて前述した変更に加えて行わ
れます。

ASFF フィールド 統合統制結果を有効にする前の値の
例

統合統制結果をオンにした後の値の
例と変更の説明

GeneratorId aws-foundational-security-best-
practices/v/1.0.0/Config.1

security-control/Config.1

このフィールドは標準を参照しなく
なります。

[Title] (タイトル) PCI.Config.1 AWS Config を有効に
する必要があります

AWS Config を有効にする必要があ
ります

このフィールドは標準を参照しなく
なります。

ID arn:aws:securityhub:eu-
central-1:123456789012:subscription/
pci-dss/v/3.2.1/PCI.IAM.5/
finding/ab6d6a26-
a156-48f0-9403-115983e5a956

arn:aws:securityhub:eu-
central-1:123456789012:security-
control/iam.9/finding/ab6d6a26-
a156-48f0-9403-115983e5a956
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ASFF フィールド 統合統制結果を有効にする前の値の
例

統合統制結果をオンにした後の値の
例と変更の説明
このフィールドは標準を参照しなく
なります。

ProductFields.ControlId PCI.EC2.2 Removed. 代わりに、
「Compliance.SecurityControlId」を
参照してください。

このフィールドは削除され、標準に
とらわれない単一のコントロール ID 
が優先されます。

ProductFields.RuleId 1.3 Removed. 代わりに、
「Compliance.SecurityControlId」を
参照してください。

このフィールドは削除され、標準に
とらわれない単一のコントロール ID 
が優先されます。

説明 この PCI DSS コントロールは、
現在のアカウントとリージョンで 
AWS Config が有効になっているか
どうかをチェックします。

この AWS コントロールは、現在
のアカウントとリージョンで AWS 
Config が有効になっているかどうか
をチェックします。

このフィールドは標準を参照しなく
なります。

重要度 "Severity": {

"Product": 90,

"Label": "CRITICAL",

"Normalized": 90,

"Original": "CRITICAL"

}

"Severity": {

"Label": "CRITICAL",

"Normalized": 90,

"Original": "CRITICAL"

}

セキュリティハブでは、検出結果の
重要度を示すのに製品フィールドを
使用しなくなります。

型 ["Software and Configuration 
Checks/Industry and Regulatory 
Standards/PCI-DSS"]

["Software and Configuration 
Checks/Industry and Regulatory 
Standards"]

このフィールドは標準を参照しなく
なります。
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ASFF フィールド 統合統制結果を有効にする前の値の
例

統合統制結果をオンにした後の値の
例と変更の説明

Compliance. 
RelatedRequirements

["PCI DSS 10.5.2",

"PCI DSS 11.5"]

["PCI DSS v3.2.1/10.5.2",

"PCI DSS v3.2.1/11.5",

"CIS AWS Foundations Benchmark 
v1.2.0/2.5"]

このフィールドには、関連するすべ
ての規格の関連要件が表示されま
す。

CreatedAt 2022-05-05T08:18:13.138Z 2022-09-25T08:18:13.138Z

形式は変わりませんが、統合統制結
果をオンにすると値がリセットされ
ます。

FirstObservedAt 2022-05-07T08:18:13.138Z 2022-09-28T08:18:13.138Z

形式は変わりませんが、統合統制結
果をオンにすると値がリセットされ
ます。

ProductFields. 
RecommendationUrl

https://docs.aws.amazon.com/
console/securityhub/EC2.2/
remediation

Removed. 代わりに、
「Remediation.Recommendation.Url」
を参照してください。

ProductFields. 
StandardsArn

arn:aws:securityhub:::standards/
aws-foundational-security-best-
practices/v/1.0.0

Removed. 代わりに、
「Compliance.AssociatedStandards」
を参照してください。

ProductFields. 
StandardsControlArn

arn:aws:securityhub:us-
east-1:123456789012:control/aws-
foundational-security-best-practices/
v/1.0.0/Config.1

Removed. セキュリティハブは、
複数の規格にわたるセキュリティ
チェックのための結果を 1 つ生成し
ます。

ProductFields. 
StandardsGuideArn

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-
aws-foundations-benchmark/v/1.2.0

Removed. 代わりに、
「Compliance.AssociatedStandards」
を参照してください。

ProductFields. 
StandardsGuideSubscriptionArn

arn:aws:securityhub:us-
east-2:123456789012:subscription/
cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.2.0

Removed. セキュリティハブは、
複数の規格にわたるセキュリティ
チェックのための結果を 1 つ生成し
ます。

ProductFields. 
StandardsSubscriptionArn

arn:aws:securityhub:us-
east-1:123456789012:subscription/
aws-foundational-security-best-
practices/v/1.0.0

Removed. セキュリティハブは、
複数の規格にわたるセキュリティ
チェックのための結果を 1 つ生成し
ます。
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ASFF フィールド 統合統制結果を有効にする前の値の
例

統合統制結果をオンにした後の値の
例と変更の説明

ProductFields.aws/
securityhub/FindingId

arn:aws:securityhub:us-
east-1::product/aws/securityhub/
arn:aws:securityhub:us-
east-1:123456789012:subscription/
aws-foundational-security-
best-practices/v/1.0.0/Config.1/
finding/751c2173-7372-4e12-8656-
a5210dfb1d67

arn:aws:securityhub:us-
east-1::product/aws/securityhub/
arn:aws:securityhub:us-
east-1:123456789012:security-
control/Config.1/
finding/751c2173-7372-4e12-8656-
a5210dfb1d67

このフィールドは標準を参照しなく
なります。

統合統制結果を有効にした後の顧客提供の結果フィールドの新た
な値
統合統制結果を有効にすると、セキュリティハブは元の結果をアーカイブし、新しい結果を生成しま
す。アーカイブされた結果を表示するには、[Record state] (レコード状態) フィルターを [ARCHIVED]
(アーカイブ) に設定してセキュリティハブコンソールの [Findings] (結果) ページにアクセスする
か、GetFindings API アクションを使用することができます。セキュリティハブ コンソールまたは
BatchUpdateFinds API を使用して元の結果に加えた更新は、新しい結果には保存されません (必要に応じ
て、アーカイブされた検出結果を参照してこのデータを復元できます)。

統合統制結果をオンにすると、顧客から提供された以下の結果フィールドが変更されます。

顧客提供の ASFF フィールド 統合統制結果を有効にした後の変更の説明

信頼度 空の状態にリセットされます。

緊急性 空の状態にリセットされます。

注意 空の状態にリセットされます。

RelatedFindings 空の状態にリセットされます。

重要度 結果のデフォルトの重要度 (コントロールの重要度
と同じ)。

型 標準に依存しない値にリセットされます。

UserDefinedFields 空の状態にリセットされます。

VerificationState 空の状態にリセットされます。

ワークフロー 新たに失敗した結果のデフォルト値は「NEW」に
なります。新たに成功した結果のデフォルト値は
「RESOLVED」になります。

統合統制結果のオンとオフを切り替える方法
アカウントの統合統制結果のオンとオフを切り替えるには、以下の手順に従ってください。

新しいアカウント
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新しい API の権限

統合統制結果のリリース時以降に AWS アカウント に対してセキュリティハブを有効にすると、アカウン
トに対して統合統制結果がデフォルトで有効になります。これは、いつでも無効にすることができます。
ただし、検索ノイズを最小限に抑えるため、有効のままにしておくことをお勧めします。

AWS Organizations でセキュリティハブとの統合を使用する場合、管理者アカウントがこの機能を有効に
していれば、新しいメンバーアカウントでも統合統制結果が有効になります。管理者アカウントで無効に
なっている場合は、新しいメンバーアカウントでも無効になります。

既存のアカウント

統合統制結果がリリースされる前にセキュリティハブアカウントが既に存在していた場合、そのアカウン
トの統合統制結果はデフォルトでオフになります。これは、いつでもオンにすることができます。検索ノ
イズを最小限に抑えるため、オンにすることをおすすめします。Organizations を使用している場合、管
理者アカウントの設定に基づいて、既存のメンバーアカウントの統合統制結果がオンまたはオフになりま
す。

統合統制結果のオンとオフの切り替え (セキュリティハブコンソール)

1. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
2. [General] (全般) タブを選択します。
3. [Controls] (コントロール) については、[Consolidated control findings] (統合統制結果) をオンにしま

す。オフにすると、規格ごとに個別の結果を受け取ることができます。
4. [Save (保存)] を選択します。

統合統制結果のオンとオフの切り替え (セキュリティハブ API)

UpdateSecurityHubConfiguration API を実行します。新しい ControlFindingGenerator 属性を
使用して、アカウントが統合統制結果を使用するかどうかを変更します。

• 統合統制結果をオンにするには、ControlFindingGenerator を SECURITY_CONTROL に設定しま
す。

• オフにするには、ControlFindingGenerator を STANDARD_CONTROL に設定します。

統合統制結果のオンとオフの切り替え (AWS CLI)

update-security-hub-configuration コマンドを実行します。新しい control-finding-
generator 属性を使用して、アカウントが統合統制結果を使用するかどうかを変更します。

• 統合統制結果をオンにするには、control-finding-generator を SECURITY_CONTROL に設定しま
す。

• オフにするには、control-finding-generator を STANDARD_CONTROL に設定します。

新しい API の権限
新機能をすべて利用できるようにするには、セキュリティハブに使用する AWS Identity and Access 
Management (IAM) ロールに、次の新しい API アクションを呼び出す権限が必要です。必要な権限を取得
するには、セキュリティハブのマネージドポリシーを使用します。または、これらの API がリリースされ
たら、カスタム IAM ポリシーを更新して新しいアクションの権限を含めることもできます。カスタムポリ
シーには、既存の API DescribeStandardsControls と UpdateStandardsControl の権限も含める
必要があります。これらのアクションに対する権限を追加しないと、API を呼び出すことはできません。

各新しい API アクションの概要は次のとおりです。

• BatchGetSecurityControls — 現在のアカウントと AWS リージョン に対するコントロールのバッ
チに関する情報を返します。
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• ListSecurityControlDefinitions — 指定された規格に適用されるコントロールについての情報を
返します。

• ListStandardsControlAssociations — 有効になっている各規格にコントロールが関連付けられ
ているか、関連付けられていないかを識別します。

• BatchGetStandardsControlAssociations — コントロールのバッチについて、指定された規格に
各コントロールが関連付けられているか、関連付けられていないかを識別します。

• BatchUpdateStandardsControlAssociations — コントロールと有効な規格 (そのコント
ロールを含む) を関連付けるため、またはそれらの関連付けを解除するために使用されます。これ
は、管理者がメンバーアカウントによるコントロールの関連付けや関連付け解除を許可しない場合
に、UpdateStandardsControl API の代わりとして一括で使用することができます。

これらの機能のリリース後、セキュリティハブコンソールは BatchGetControlEvaluations という新
しい内部 API も使用するようになります。この API は、コントロールの有効化およびコンプライアンスス
テータス、コントロールの検出結果の数、およびコントロールの全体的なセキュリティスコアを表示する
ために使用されます。この情報をコンソールに表示するには、ロールにこの API を呼び出す権限が必要で
す。

統制結果フィールドと値の変更に備える方法
現在、事前定義された対応と修復アクションを AWS で自動セキュリティ対応ソリューションに頼ってい
る場合は、統合統制結果が有効になるのを待つことを検討してください。このソリューションはまだ統合
統制結果をサポートしていません。ここで有効にすると、自動セキュリティレスポンスソリューションを
使用して展開したアクションは機能しなくなります。

ワークフローが統制結果フィールドの特定の形式に依存していない場合は、何もする必要はありません。
この機能が利用可能になったら、すぐに統合統制結果をオンにすることをお勧めします。

統制結果フィールドの特定の形式 (カスタムオートメーションなど) を使用している場合は、結果フィール
ドと値の今後の変更をよく確認して、ワークフローが引き続き意図したとおりに機能するようにしてくだ
さい。最初の表 (p. 274)に記載されている変更は、指定された統制結果フィールドと値を使用している場
合に、影響を受ける可能性があることに注意してください。

2 番目の表 (p. 276)と 3 番目の表 (p. 279)に記載されている変更は、統合統制結果をオンにした場合に
のみ適用されます。例えば、ProductFields.ControlId、GeneratorId、Title、に頼っている場
合は、統合統制結果をオンにすると影響を受けます。例えば、特定のコントロール ID に対するアクショ
ンをトリガーする Amazon CloudWatch Events ルールを作成した場合 (コントロール ID が CIS 2.7 の場合
に AWS Lambda 関数を呼び出すなど)、そのコントロールの新しい Compliance.SecurityControlId
フィールドである CloudTrail.2 を使用するようにルールを更新する必要があります。

変更される統制結果フィールドまたは値のいずれかを使用してカスタムインサイトを作成した場合 (前の
表を参照)、それらのインサイトを更新して新しいフィールドまたは値を使用することをおすすめします。

準備方法の詳細については、以下のセクションを参照してください。このセクションには、統合統制結果
のリリース前とリリース後のジェネレーター ID とコントロールタイトル、およびリリース前後のサンプル
統制結果がすべて記載されています。

統合コントロールビューと統合統制結果についての詳
細
以下のセクションでは、統合コントロールビューと統合統制結果のリリース後の統制結果フィールドと値
の変更に関する追加情報を提供します。
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付録 A: 統合統制結果を有効に
する前と後のジェネレーター ID

付録 A: 統合統制結果を有効にする前と後のジェネ
レーター ID

Note

この表は、2022 年 12 月 27 日に最終更新されました。

統合統制結果をオンにする前のジェネレータ ID 統合統制結果をオンにした後のジェネレータ ID

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/1.1

security-control/CloudWatch.1

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/1.1

security-control/IAM.20

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/1.10

security-control/IAM.16

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/1.11

security-control/IAM.17

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/1.12

security-control/IAM.4

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/1.13

security-control/IAM.9

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/1.14

security-control/IAM.6

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/1.16

security-control/IAM.2

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/1.2

security-control/IAM.5

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/1.20

security-control/IAM.18

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/1.22

security-control/IAM.1

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/1.3

security-control/IAM.8

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/1.4

security-control/IAM.3

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/1.5

security-control/IAM.11

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/1.6

security-control/IAM.12

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/1.7

security-control/IAM.13

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/1.8

security-control/IAM.14
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arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/1.9

security-control/IAM.15

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/2.1

security-control/CloudTrail.1

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/2.2

security-control/CloudTrail.4

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/2.3

security-control/CloudTrail.6

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/2.4

security-control/CloudTrail.5

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/2.5

security-control/Config.1

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/2.6

security-control/CloudTrail.7

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/2.7

security-control/CloudTrail.2

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/2.8

security-control/KMS.4

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/2.9

security-control/EC2.6

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/3.1

security-control/CloudWatch.2

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/3.2

security-control/CloudWatch.3

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/3.3

security-control/CloudWatch.1

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/3.4

security-control/CloudWatch.4

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/3.5

security-control/CloudWatch.5

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/3.6

security-control/CloudWatch.6

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/3.7

security-control/CloudWatch.7

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/3.8

security-control/CloudWatch.8

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/3.9

security-control/CloudWatch.9

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/3.10

security-control/CloudWatch.10

283



AWS Security Hub ユーザーガイド
付録 A: 統合統制結果を有効に
する前と後のジェネレーター ID

統合統制結果をオンにする前のジェネレータ ID 統合統制結果をオンにした後のジェネレータ ID

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/3.11

security-control/CloudWatch.11

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/3.12

security-control/CloudWatch.12

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/3.13

security-control/CloudWatch.13

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/3.14

security-control/CloudWatch.14

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/4.1

security-control/EC2.13

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/4.2

security-control/EC2.14

arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/4.3

security-control/EC2.2

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/1.10 security-control/IAM.5

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/1.14 security-control/IAM.3

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/1.16 security-control/IAM.1

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/1.17 security-control/IAM.18

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/1.4 security-control/IAM.4

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/1.5 security-control/IAM.9

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/1.6 security-control/IAM.6

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/1.7 security-control/CloudWatch.1

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/1.8 security-control/IAM.15

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/1.9 security-control/IAM.16

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/2.1.1 security-control/S3.4

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/2.1.2 security-control/S3.5

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/2.1.5.1 security-control/S3.1

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/2.1.5.2 security-control/S3.8

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/2.2.1 security-control/EC2.7

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/2.3.1 security-control/RDS.3

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/3.1 security-control/CloudTrail.1

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/3.2 security-control/CloudTrail.4

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/3.4 security-control/CloudTrail.5

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/3.5 security-control/Config.1
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cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/3.6 security-control/S3.9

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/3.7 security-control/CloudTrail.2

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/3.8 security-control/KMS.4

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/3.9 security-control/EC2.6

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.3 security-control/CloudWatch.1

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.4 security-control/CloudWatch.4

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.5 security-control/CloudWatch.5

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.6 security-control/CloudWatch.6

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.7 security-control/CloudWatch.7

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.8 security-control/CloudWatch.8

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.9 security-control/CloudWatch.9

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.10 security-control/CloudWatch.10

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.11 security-control/CloudWatch.11

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.12 security-control/CloudWatch.12

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.13 security-control/CloudWatch.13

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.14 security-control/CloudWatch.14

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/5.1 security-control/EC2.21

cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/5.3 security-control/EC2.2

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
Account.1

security-control/Account.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ACM.1

security-control/ACM.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
APIGateway.1

security-control/APIGateway.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
APIGateway.2

security-control/APIGateway.2

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
APIGateway.3

security-control/APIGateway.3

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
APIGateway.4

security-control/APIGateway.4

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
APIGateway.5

security-control/APIGateway.5

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
APIGateway.8

security-control/APIGateway.8
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aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
APIGateway.9

security-control/APIGateway.9

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
AutoScaling.1

security-control/AutoScaling.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
AutoScaling.2

security-control/AutoScaling.2

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
AutoScaling.3

security-control/AutoScaling.3

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
AutoScaling.4

security-control/AutoScaling.4

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
Autoscaling.5

security-control/Autoscaling.5

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
AutoScaling.6

security-control/AutoScaling.6

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
AutoScaling.9

security-control/AutoScaling.9

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
CloudFormation.1

security-control/CloudFormation.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
CloudFront.1

security-control/CloudFront.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
CloudFront.2

security-control/CloudFront.2

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
CloudFront.3

security-control/CloudFront.3

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
CloudFront.4

security-control/CloudFront.4

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
CloudFront.5

security-control/CloudFront.5

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
CloudFront.6

security-control/CloudFront.6

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
CloudFront.7

security-control/CloudFront.7

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
CloudFront.8

security-control/CloudFront.8

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
CloudFront.9

security-control/CloudFront.9

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
CloudFront.10

security-control/CloudFront.10

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
CloudFront.12

security-control/CloudFront.12
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aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
CloudTrail.1

security-control/CloudTrail.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
CloudTrail.2

security-control/CloudTrail.2

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
CloudTrail.4

security-control/CloudTrail.4

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
CloudTrail.5

security-control/CloudTrail.5

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
CodeBuild.1

security-control/CodeBuild.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
CodeBuild.2

security-control/CodeBuild.2

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
CodeBuild.3

security-control/CodeBuild.3

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
CodeBuild.4

security-control/CodeBuild.4

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
CodeBuild.5

security-control/CodeBuild.5

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
Config.1

security-control/Config.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
DMS.1

security-control/DMS.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
DynamoDB.1

security-control/DynamoDB.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
DynamoDB.2

security-control/DynamoDB.2

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
DynamoDB.3

security-control/DynamoDB.3

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
EC2.1

security-control/EC2.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
EC2.3

security-control/EC2.3

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
EC2.4

security-control/EC2.4

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
EC2.6

security-control/EC2.6

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
EC2.7

security-control/EC2.7

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
EC2.8

security-control/EC2.8
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aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
EC2.9

security-control/EC2.9

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
EC2.10

security-control/EC2.10

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
EC2.15

security-control/EC2.15

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
EC2.16

security-control/EC2.16

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
EC2.17

security-control/EC2.17

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
EC2.18

security-control/EC2.18

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
EC2.19

security-control/EC2.19

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
EC2.2

security-control/EC2.2

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
EC2.20

security-control/EC2.20

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
EC2.21

security-control/EC2.21

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
EC2.22

security-control/EC2.22

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
EC2.23

security-control/EC2.23

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
EC2.24

security-control/EC2.24

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
EC2.25

security-control/EC2.25

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ECR.1

security-control/ECR.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ECR.2

security-control/ECR.2

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ECR.3

security-control/ECR.3

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ECS.1

security-control/ECS.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ECS.10

security-control/ECS.10

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ECS.12

security-control/ECS.12
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aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ECS.2

security-control/ECS.2

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ECS.3

security-control/ECS.3

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ECS.4

security-control/ECS.4

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ECS.5

security-control/ECS.5

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ECS.8

security-control/ECS.8

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
EFS.1

security-control/EFS.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
EFS.2

security-control/EFS.2

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
EFS.3

security-control/EFS.3

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
EFS.4

security-control/EFS.4

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
EKS.2

security-control/EKS.2

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ElasticBeanstalk.1

security-control/ElasticBeanstalk.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ElasticBeanstalk.2

security-control/ElasticBeanstalk.2

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ELBv2.1

security-control/ELB.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ELB.2

security-control/ELB.2

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ELB.3

security-control/ELB.3

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ELB.4

security-control/ELB.4

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ELB.5

security-control/ELB.5

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ELB.6

security-control/ELB.6

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ELB.7

security-control/ELB.7

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ELB.8

security-control/ELB.8
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aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ELB.9

security-control/ELB.9

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ELB.10

security-control/ELB.10

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ELB.11

security-control/ELB.11

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ELB.12

security-control/ELB.12

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ELB.13

security-control/ELB.13

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ELB.14

security-control/ELB.14

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
EMR.1

security-control/EMR.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ES.1

security-control/ES.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ES.2

security-control/ES.2

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ES.3

security-control/ES.3

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ES.4

security-control/ES.4

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ES.5

security-control/ES.5

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ES.6

security-control/ES.6

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ES.7

security-control/ES.7

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
ES.8

security-control/ES.8

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
GuardDuty.1

security-control/GuardDuty.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
IAM.1

security-control/IAM.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
IAM.2

security-control/IAM.2

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
IAM.21

security-control/IAM.21

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
IAM.3

security-control/IAM.3
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aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
IAM.4

security-control/IAM.4

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
IAM.5

security-control/IAM.5

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
IAM.6

security-control/IAM.6

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
IAM.7

security-control/IAM.7

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
IAM.8

security-control/IAM.8

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
Kinesis.1

security-control/Kinesis.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
KMS.1

security-control/KMS.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
KMS.2

security-control/KMS.2

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
KMS.3

security-control/KMS.3

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
Lambda.1

security-control/Lambda.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
Lambda.2

security-control/Lambda.2

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
Lambda.5

security-control/Lambda.5

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
NetworkFirewall.3

security-control/NetworkFirewall.3

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
NetworkFirewall.4

security-control/NetworkFirewall.4

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
NetworkFirewall.5

security-control/NetworkFirewall.5

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
NetworkFirewall.6

security-control/NetworkFirewall.6

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
Opensearch.1

security-control/Opensearch.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
Opensearch.2

security-control/Opensearch.2

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
Opensearch.3

security-control/Opensearch.3

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
Opensearch.4

security-control/Opensearch.4
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aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
Opensearch.5

security-control/Opensearch.5

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
Opensearch.6

security-control/Opensearch.6

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
Opensearch.7

security-control/Opensearch.7

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
Opensearch.8

security-control/Opensearch.8

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
RDS.1

security-control/RDS.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
RDS.10

security-control/RDS.10

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
RDS.11

security-control/RDS.11

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
RDS.12

security-control/RDS.12

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
RDS.13

security-control/RDS.13

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
RDS.14

security-control/RDS.14

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
RDS.15

security-control/RDS.15

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
RDS.16

security-control/RDS.16

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
RDS.17

security-control/RDS.17

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
RDS.18

security-control/RDS.18

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
RDS.19

security-control/RDS.19

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
RDS.2

security-control/RDS.2

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
RDS.20

security-control/RDS.20

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
RDS.21

security-control/RDS.21

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
RDS.22

security-control/RDS.22

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
RDS.23

security-control/RDS.23
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aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
RDS.24

security-control/RDS.24

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
RDS.25

security-control/RDS.25

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
RDS.3

security-control/RDS.3

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
RDS.4

security-control/RDS.4

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
RDS.5

security-control/RDS.5

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
RDS.6

security-control/RDS.6

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
RDS.7

security-control/RDS.7

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
RDS.8

security-control/RDS.8

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
RDS.9

security-control/RDS.9

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
Redshift.1

security-control/Redshift.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
Redshift.2

security-control/Redshift.2

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
Redshift.3

security-control/Redshift.3

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
Redshift.4

security-control/Redshift.4

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
Redshift.6

security-control/Redshift.6

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
Redshift.7

security-control/Redshift.7

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
Redshift.8

security-control/Redshift.8

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
Redshift.9

security-control/Redshift.9

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
S3.1

security-control/S3.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
S3.10

security-control/S3.10

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
S3.11

security-control/S3.11
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aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
S3.12

security-control/S3.12

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
S3.13

security-control/S3.13

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
S3.2

security-control/S3.2

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
S3.3

security-control/S3.3

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
S3.4

security-control/S3.4

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
S3.5

security-control/S3.5

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
S3.6

security-control/S3.6

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
S3.8

security-control/S3.8

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
S3.9

security-control/S3.9

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
SageMaker.1

security-control/SageMaker.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
SageMaker.2

security-control/SageMaker.2

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
SageMaker.3

security-control/SageMaker.3

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
SecretsManager.1

security-control/SecretsManager.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
SecretsManager.2

security-control/SecretsManager.2

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
SecretsManager.3

security-control/SecretsManager.3

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
SecretsManager.4

security-control/SecretsManager.4

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
SNS.1

security-control/SNS.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
SNS.2

security-control/SNS.2

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
SQS.1

security-control/SQS.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
SSM.1

security-control/SSM.1
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aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
SSM.2

security-control/SSM.2

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
SSM.3

security-control/SSM.3

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
SSM.4

security-control/SSM.4

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
WAF.1

security-control/WAF.1

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
WAF.2

security-control/WAF.2

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
WAF.3

security-control/WAF.3

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
WAF.4

security-control/WAF.4

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
WAF.6

security-control/WAF.6

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
WAF.7

security-control/WAF.7

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
WAF.8

security-control/WAF.8

aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
WAF.10

security-control/WAF.10

pci-dss/v/3.2.1/PCI.AutoScaling.1 security-control/AutoScaling.1

pci-dss/v/3.2.1/PCI.CloudTrail.1 security-control/CloudTrail.2

pci-dss/v/3.2.1/PCI.CloudTrail.2 security-control/CloudTrail.3

pci-dss/v/3.2.1/PCI.CloudTrail.3 security-control/CloudTrail.4

pci-dss/v/3.2.1/PCI.CloudTrail.4 security-control/CloudTrail.5

pci-dss/v/3.2.1/PCI.CodeBuild.1 security-control/CodeBuild.1

pci-dss/v/3.2.1/PCI.CodeBuild.2 security-control/CodeBuild.2

pci-dss/v/3.2.1/PCI.Config.1 security-control/Config.1

pci-dss/v/3.2.1/PCI.CW.1 security-control/CloudWatch.1

pci-dss/v/3.2.1/PCI.DMS.1 security-control/DMS.1

pci-dss/v/3.2.1/PCI.EC2.1 security-control/EC2.1

pci-dss/v/3.2.1/PCI.EC2.2 security-control/EC2.2

pci-dss/v/3.2.1/PCI.EC2.4 security-control/EC2.12

pci-dss/v/3.2.1/PCI.EC2.5 security-control/EC2.13
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pci-dss/v/3.2.1/PCI.EC2.6 security-control/EC2.6

pci-dss/v/3.2.1/PCI.ELBv2.1 security-control/ELB.1

pci-dss/v/3.2.1/PCI.ES.1 security-control/ES.2

pci-dss/v/3.2.1/PCI.ES.2 security-control/ES.1

pci-dss/v/3.2.1/PCI.GuardDuty.1 security-control/GuardDuty.1

pci-dss/v/3.2.1/PCI.IAM.1 security-control/IAM.4

pci-dss/v/3.2.1/PCI.IAM.2 security-control/IAM.2

pci-dss/v/3.2.1/PCI.IAM.3 security-control/IAM.1

pci-dss/v/3.2.1/PCI.IAM.4 security-control/IAM.6

pci-dss/v/3.2.1/PCI.IAM.5 security-control/IAM.9

pci-dss/v/3.2.1/PCI.IAM.6 security-control/IAM.19

pci-dss/v/3.2.1/PCI.IAM.7 security-control/IAM.8

pci-dss/v/3.2.1/PCI.IAM.8 security-control/IAM.10

pci-dss/v/3.2.1/PCI.KMS.1 security-control/KMS.4

pci-dss/v/3.2.1/PCI.Lambda.1 security-control/Lambda.1

pci-dss/v/3.2.1/PCI.Lambda.2 security-control/Lambda.3

pci-dss/v/3.2.1/PCI.Opensearch.1 security-control/Opensearch.2

pci-dss/v/3.2.1/PCI.Opensearch.2 security-control/Opensearch.1

pci-dss/v/3.2.1/PCI.RDS.1 security-control/RDS.1

pci-dss/v/3.2.1/PCI.RDS.2 security-control/RDS.2

pci-dss/v/3.2.1/PCI.Redshift.1 security-control/Redshift.1

pci-dss/v/3.2.1/PCI.S3.1 security-control/S3.3

pci-dss/v/3.2.1/PCI.S3.2 security-control/S3.2

pci-dss/v/3.2.1/PCI.S3.3 security-control/S3.7

pci-dss/v/3.2.1/PCI.S3.4 security-control/S3.4

pci-dss/v/3.2.1/PCI.S3.5 security-control/S3.5

pci-dss/v/3.2.1/PCI.S3.6 security-control/S3.1

pci-dss/v/3.2.1/PCI.SageMaker.1 security-control/SageMaker.1

pci-dss/v/3.2.1/PCI.SSM.1 security-control/SSM.2

pci-dss/v/3.2.1/PCI.SSM.2 security-control/SSM.3

pci-dss/v/3.2.1/PCI.SSM.3 security-control/SSM.1
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service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ACM.1 security-control/ACM.1

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
APIGateway.1

security-control/APIGateway.1

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
APIGateway.2

security-control/APIGateway.2

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
APIGateway.3

security-control/APIGateway.3

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
APIGateway.4

security-control/APIGateway.4

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
APIGateway.5

security-control/APIGateway.5

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
AutoScaling.1

security-control/AutoScaling.1

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
AutoScaling.2

security-control/AutoScaling.2

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
AutoScaling.3

security-control/AutoScaling.3

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
AutoScaling.4

security-control/AutoScaling.4

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
Autoscaling.5

security-control/Autoscaling.5

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
AutoScaling.6

security-control/AutoScaling.6

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
AutoScaling.9

security-control/AutoScaling.9

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
CloudTrail.1

security-control/CloudTrail.1

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
CloudTrail.2

security-control/CloudTrail.2

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
CloudTrail.4

security-control/CloudTrail.4

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
CloudTrail.5

security-control/CloudTrail.5

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
CodeBuild.1

security-control/CodeBuild.1

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
CodeBuild.2

security-control/CodeBuild.2

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
CodeBuild.4

security-control/CodeBuild.4
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service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
CodeBuild.5

security-control/CodeBuild.5

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/DMS.1 security-control/DMS.1

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
DynamoDB.1

security-control/DynamoDB.1

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
DynamoDB.2

security-control/DynamoDB.2

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.1 security-control/EC2.1

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.2 security-control/EC2.2

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.3 security-control/EC2.3

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.4 security-control/EC2.4

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.6 security-control/EC2.6

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.7 security-control/EC2.7

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.8 security-control/EC2.8

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.9 security-control/EC2.9

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.10 security-control/EC2.10

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.15 security-control/EC2.15

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.16 security-control/EC2.16

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.17 security-control/EC2.17

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.18 security-control/EC2.18

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.19 security-control/EC2.19

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.20 security-control/EC2.20

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.21 security-control/EC2.21

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.22 security-control/EC2.22

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ECR.1 security-control/ECR.1

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ECR.2 security-control/ECR.2

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ECR.3 security-control/ECR.3

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ECS.1 security-control/ECS.1

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ECS.2 security-control/ECS.2

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ECS.3 security-control/ECS.3

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ECS.4 security-control/ECS.4

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ECS.5 security-control/ECS.5
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service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ECS.8 security-control/ECS.8

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
ECS.10

security-control/ECS.10

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
ECS.12

security-control/ECS.12

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EFS.1 security-control/EFS.1

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EFS.2 security-control/EFS.2

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EFS.3 security-control/EFS.3

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EFS.4 security-control/EFS.4

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EKS.2 security-control/EKS.2

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ELB.2 security-control/ELB.2

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ELB.3 security-control/ELB.3

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ELB.4 security-control/ELB.4

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ELB.5 security-control/ELB.5

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ELB.6 security-control/ELB.6

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ELB.7 security-control/ELB.7

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ELB.8 security-control/ELB.8

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ELB.9 security-control/ELB.9

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ELB.10 security-control/ELB.10

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ELB.12 security-control/ELB.12

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ELB.13 security-control/ELB.13

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ELB.14 security-control/ELB.14

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
ELBv2.1

security-control/ELBv2.1

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EMR.1 security-control/EMR.1

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ES.1 security-control/ES.1

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ES.2 security-control/ES.2

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ES.3 security-control/ES.3

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ES.4 security-control/ES.4

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ES.5 security-control/ES.5

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ES.6 security-control/ES.6

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ES.7 security-control/ES.7
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service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ES.8 security-control/ES.8

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
ElasticBeanstalk.1

security-control/ElasticBeanstalk.1

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
ElasticBeanstalk.2

security-control/ElasticBeanstalk.2

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
GuardDuty.1

security-control/GuardDuty.1

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/IAM.1 security-control/IAM.1

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/IAM.2 security-control/IAM.2

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/IAM.3 security-control/IAM.3

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/IAM.4 security-control/IAM.4

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/IAM.5 security-control/IAM.5

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/IAM.6 security-control/IAM.6

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/IAM.7 security-control/IAM.7

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/IAM.8 security-control/IAM.8

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/IAM.21 security-control/IAM.21

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
Kinesis.1

security-control/Kinesis.1

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/KMS.1 security-control/KMS.1

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/KMS.2 security-control/KMS.2

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/KMS.3 security-control/KMS.3

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
Lambda.1

security-control/Lambda.1

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
Lambda.2

security-control/Lambda.2

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
Lambda.5

security-control/Lambda.5

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
NetworkFirewall.3

security-control/NetworkFirewall.3

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
NetworkFirewall.4

security-control/NetworkFirewall.4

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
NetworkFirewall.5

security-control/NetworkFirewall.5

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
NetworkFirewall.6

security-control/NetworkFirewall.6
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service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
OpenSearch.1

security-control/OpenSearch.1

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
OpenSearch.2

security-control/OpenSearch.2

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
OpenSearch.3

security-control/OpenSearch.3

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
OpenSearch.4

security-control/OpenSearch.4

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
OpenSearch.5

security-control/OpenSearch.5

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
OpenSearch.6

security-control/OpenSearch.6

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
OpenSearch.7

security-control/OpenSearch.7

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
OpenSearch.8

security-control/OpenSearch.8

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/RDS.1 security-control/RDS.1

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/RDS.2 security-control/RDS.2

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/RDS.3 security-control/RDS.3

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/RDS.4 security-control/RDS.4

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/RDS.5 security-control/RDS.5

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/RDS.6 security-control/RDS.6

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/RDS.8 security-control/RDS.8

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/RDS.9 security-control/RDS.9

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
RDS.10

security-control/RDS.10

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
RDS.11

security-control/RDS.11

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
RDS.13

security-control/RDS.13

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
RDS.17

security-control/RDS.17

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
RDS.18

security-control/RDS.18

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
RDS.19

security-control/RDS.19
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service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
RDS.20

security-control/RDS.20

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
RDS.21

security-control/RDS.21

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
RDS.22

security-control/RDS.22

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
RDS.23

security-control/RDS.23

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
RDS.25

security-control/RDS.25

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
Redshift.1

security-control/Redshift.1

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
Redshift.2

security-control/Redshift.2

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
Redshift.4

security-control/Redshift.4

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
Redshift.6

security-control/Redshift.6

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
Redshift.7

security-control/Redshift.7

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
Redshift.8

security-control/Redshift.8

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
Redshift.9

security-control/Redshift.9

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/S3.1 security-control/S3.1

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/S3.2 security-control/S3.2

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/S3.3 security-control/S3.3

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/S3.4 security-control/S3.4

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/S3.5 security-control/S3.5

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/S3.6 security-control/S3.6

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/S3.8 security-control/S3.8

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/S3.9 security-control/S3.9

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/S3.10 security-control/S3.10

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/S3.11 security-control/S3.11

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/S3.12 security-control/S3.12

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/S3.13 security-control/S3.13

302



AWS Security Hub ユーザーガイド
付録 B: 統合統制結果をオンにする

前と後のコントロール ID とタイトル

統合統制結果をオンにする前のジェネレータ ID 統合統制結果をオンにした後のジェネレータ ID

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
SageMaker.1

security-control/SageMaker.1

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
SecretsManager.1

security-control/SecretsManager.1

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
SecretsManager.2

security-control/SecretsManager.2

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
SecretsManager.3

security-control/SecretsManager.3

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/
SecretsManager.4

security-control/SecretsManager.4

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/SNS.1 security-control/SNS.1

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/SNS.2 security-control/SNS.2

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/SQS.1 security-control/SQS.1

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/SSM.1 security-control/SSM.1

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/SSM.2 security-control/SSM.2

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/SSM.3 security-control/SSM.3

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/SSM.4 security-control/SSM.4

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/WAF.2 security-control/WAF.2

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/WAF.3 security-control/WAF.3

service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/WAF.4 security-control/WAF.4

付録 B: 統合統制結果をオンにする前と後のコント
ロール ID とタイトル

Note

この表は、2022 年 12 月 27 日に最終更新されました。FSBP 標準の一部に過ぎないコントロー
ルでは、コントロール ID とタイトルは変わりません。

スタンダード 統合統制結果をオ
ンにする前のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにする前のタイ
トル

統合統制結果をオ
ンにした後のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにした後のタイ
トル

CIS v1.2.0 1.1 1.1 ルートユー
ザーの使用を避け
る

CloudWatch.1 「ルート」ユー
ザーの使用に対す
るログメトリック
フィルターとア
ラームが存在する
必要があります
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スタンダード 統合統制結果をオ
ンにする前のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにする前のタイ
トル

統合統制結果をオ
ンにした後のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにした後のタイ
トル

CIS v1.2.0 1.1 1.1 ルートユー
ザーの使用を避け
る

IAM.20 ルートユーザーの
使用を避ける

CIS v1.2.0 1.10 1.10 IAM パスワー
ドポリシーでパス
ワードの再使用を
防止していること
を確認する

IAM.16 IAM パスワードポ
リシーはパスワー
ドの再使用を禁止
しています

CIS v1.2.0 1.11 1.11 IAM パスワー
ドポリシーでパス
ワードが 90 日以
内に有効期限切れ
となることを確認
する

IAM.17 IAM パスワードポ
リシーでパスワー
ドが 90 日以内に
有効期限切れとな
ることを確認する

CIS v1.2.0 1.12 1.12 ルートユー
ザーのアクセス
キーが存在しない
ことを確認する

IAM.4 IAM ルートユー
ザーのアクセス
キーが存在しては
いけません

CIS v1.2.0 1.13 1.13 MFA がルー
トユーザーで有効
になっていること
を確認する

IAM.9 ルートユーザーに
対して仮想 MFA 
を有効にする必要
があります

CIS v1.2.0 1.14 1.14 ハードウェア 
MFA がルートユー
ザーで有効になっ
ていることを確認
する

IAM.6 ルートユーザーに
対してハードウェ
ア MFA を有効に
する必要がありま
す

CIS v1.2.0 1.16 1.16 IAM ポリシー
がグループまたは
ロールだけにア
タッチされている
ことを確認する

IAM.2 IAM ユーザーには 
IAM ポリシーをア
タッチしてはなり
ません

CIS v1.2.0 1.2 1.2 コンソールパ
スワードを持つす
べての IAM ユー
ザーに対して多要
素認証 (MFA) が有
効であることを確
認する

IAM.5 MFA は、コンソー
ルパスワードを持
つすべての IAM 
ユーザーに対して
有効にする必要が
あります

CIS v1.2.0 1.20 1.20 AWS Support 
でインシデントを
管理するためのサ
ポートロールが作
成されていること
を確認する

IAM.18 AWS Support でイ
ンシデントを管理
するためのサポー
トロールが作成さ
れていることを確
認する
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スタンダード 統合統制結果をオ
ンにする前のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにする前のタイ
トル

統合統制結果をオ
ンにした後のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにした後のタイ
トル

CIS v1.2.0 1.22 1.22 完全な「*:*」
管理者権限を許可
する IAM ポリシー
が作成されていな
いことを確認する

IAM.1 IAM ポリシーで
は、完全な「*」管
理権限を許可して
はなりません

CIS v1.2.0 1.3 1.3 90 日間以上使
用されていない認
証情報は無効にし
ます。

IAM.8 未使用の IAM ユー
ザー認証情報は削
除する必要があり
ます

CIS v1.2.0 1.4 1.4 アクセスキー
は 90 日ごとに更
新します。

IAM.3 IAM ユーザーのア
クセスキーは 90 
日以内ごとに更新
する必要がありま
す

CIS v1.2.0 1.5 1.5 IAM パスワー
ドポリシーで少な
くとも 1 文字の大
文字が要求されて
いることを確認す
る

IAM.11 IAM パスワードポ
リシーで少なくと
も 1 文字の大文字
が要求されている
ことを確認する

CIS v1.2.0 1.6 1.6 IAM パスワー
ドポリシーで少な
くとも 1 文字の小
文字が要求されて
いることを確認す
る

IAM.12 IAM パスワードポ
リシーで少なくと
も 1 文字の小文字
が要求されている
ことを確認する

CIS v1.2.0 1.7 1.7 IAM パスワー
ドポリシーで少な
くとも 1 文字の記
号が要求されてい
ることを確認する

IAM.13 IAM パスワードポ
リシーで少なくと
も 1 文字の記号が
要求されているこ
とを確認する

CIS v1.2.0 1.8 1.8 IAM パスワー
ドポリシーで少な
くとも 1 文字の数
字が要求されてい
ることを確認する

IAM.14 IAM パスワードポ
リシーで少なくと
も 1 文字の数字が
要求されているこ
とを確認する

CIS v1.2.0 1.9 1.9 IAM パスワー
ドポリシーで 14 
文字以上の長さが
要求されているこ
とを確認する

IAM.15 IAM パスワード
ポリシーにおい
て、14 文字以上の
パスワードが要求
されるようにする
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前と後のコントロール ID とタイトル

スタンダード 統合統制結果をオ
ンにする前のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにする前のタイ
トル

統合統制結果をオ
ンにした後のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにした後のタイ
トル

CIS v1.2.0 2.1 2.1 CloudTrail がす
べてのリージョン
で有効であること
を確認する

CloudTrail.1 CloudTrail を有効
にして、少なくと
も 1 つのマルチ
リージョンの追跡
で、読み取りと書
き込みの管理イベ
ントを含めた設定
をする必要があり
ます

CIS v1.2.0 2.2 2.2 CloudTrail ログ
ファイル検証が有
効であることを確
認する

CloudTrail.4 CloudTrail ログ
ファイルの検証を
有効にする必要が
あります

CIS v1.2.0 2.3 2.3 CloudTrail ログ
の保存に使用され
る S3 バケットが
一般公開されてい
ないことを確認す
る

CloudTrail.6 CloudTrail ログの
保存に使用される
S3 バケットが一般
公開されていない
ことを確認します

CIS v1.2.0 2.4 2.4 CloudTrail 証跡
が CloudWatch ロ
グと統合されてい
ることを確認する

CloudTrail.5 CloudTrail 証
跡は、Amazon 
CloudWatch Logs 
と統合する必要が
あります

CIS v1.2.0 2.5 2.5 AWS Config が
有効になっている
ことを確認する

Config.1 AWS Config を有
効にする必要があ
ります

CIS v1.2.0 2.6 2.6 CloudTrail S3 
バケットで、S3 バ
ケットアクセスロ
グ記録が有効であ
ることを確認する

CloudTrail.7 S3 バケットアク
セスログ記録が 
CloudTrail S3 バ
ケットで有効に
なっていることを
確認します

CIS v1.2.0 2.7 2.7 CloudTrail ロ
グは保管時に KMS 
CMK を使用して暗
号化されているこ
とを確認する

CloudTrail.2 CloudTrail は保管
時の暗号化を有効
にする必要があり
ます

CIS v1.2.0 2.8 2.8 カスタマー作
成の CMK のロー
テーションが有効
になっていること
を確認します

KMS.4 カスタマーマス
ターキー (CMK) 
ローテーションを
有効にする必要が
あります

306



AWS Security Hub ユーザーガイド
付録 B: 統合統制結果をオンにする

前と後のコントロール ID とタイトル

スタンダード 統合統制結果をオ
ンにする前のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにする前のタイ
トル

統合統制結果をオ
ンにした後のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにした後のタイ
トル

CIS v1.2.0 2.9 2.9 すべての VPC 
で VPC フローロ
グ記録が有効に
なっていることを
確認します

EC2.6 すべての VPC で 
VPC フローログ記
録を有効にする必
要があります

CIS v1.2.0 3.1 3.1 不正な API 呼
び出しに対してロ
グメトリクスフィ
ルターとアラーム
が存在することを
確認します

CloudWatch.2 不正な API コール
に対するログメト
リクスフィルター
とアラームが存在
することを確認す
る

CIS v1.2.0 3.10 3.10 セキュリティ
グループの変更に
対するメトリク
スフィルターとア
ラームが存在する
ことを確認します

CloudWatch.10 セキュリティグ
ループの変更に
対するメトリク
スフィルターとア
ラームが存在する
ことを確認します

CIS v1.2.0 3.11 3.11 ネットワー
クアクセスコン
トロールリスト 
(NACL) への変更
に対するログメト
リクスとアラーム
が存在することを
確認します

CloudWatch.11 ネットワークアク
セスコントロール
リスト (NACL) へ
の変更に対するロ
グメトリクスとア
ラームが存在する
ことを確認します

CIS v1.2.0 3.12 3.12 ネットワー
クゲートウェイへ
の変更に対するロ
グメトリクスとア
ラームが存在する
ことを確認します

CloudWatch.12 ネットワークゲー
トウェイへの変更
に対するログメト
リクスとアラーム
が存在することを
確認します

CIS v1.2.0 3.13 3.13 ルートテー
ブルの変更に対し
てログメトリク
スフィルターとア
ラームが存在する
ことを確認します

CloudWatch.13 ルートテーブルの
変更に対してログ
メトリクスフィル
ターとアラームが
存在することを確
認します

CIS v1.2.0 3.14 3.14 VPC の変更に
対してログメトリ
クスフィルターと
アラームが存在す
ることを確認しま
す

CloudWatch.14 VPC の変更に対
してログメトリク
スフィルターとア
ラームが存在する
ことを確認します
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付録 B: 統合統制結果をオンにする

前と後のコントロール ID とタイトル

スタンダード 統合統制結果をオ
ンにする前のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにする前のタイ
トル

統合統制結果をオ
ンにした後のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにした後のタイ
トル

CIS v1.2.0 3.2 3.2 MFA を使用し
ないマネジメント
コンソールサイン
インに対してログ
メトリックフィル
ターとアラームが
存在することを確
認する

CloudWatch.3 MFA を使用しない
マネジメントコン
ソールサインイン
に対してログメト
リクスフィルター
とアラームが存在
することを確認し
ます

CIS v1.2.0 3.3 3.3 ルートユー
ザーに使用するロ
グメトリックフィ
ルターとアラーム
が存在することを
確認する

CloudWatch.1 「ルート」ユー
ザーの使用に対す
るログメトリック
フィルターとア
ラームが存在する
必要があります

CIS v1.2.0 3.4 3.4 IAM ポリシー
の変更に対するロ
グメトリックフィ
ルターとアラーム
が存在することを
確認する

CloudWatch.4 MFA なしの IAM 
ポリシーの変更に
対してログメトリ
クスフィルターと
アラームが存在す
ることを確認しま
す。

CIS v1.2.0 3.5 3.5 CloudTrail 設定
の変更に対するロ
グ メトリックフィ
ルターとアラーム
が存在することを
確認する

CloudWatch.5 CloudTrail の設定
の変更に対するロ
グメトリクスフィ
ルターとアラーム
が存在することを
確認します。

CIS v1.2.0 3.6 3.6 AWS 
Management 
Console 認証の失
敗に対してログ
メトリックフィル
ターとアラームが
存在することを確
認する

CloudWatch.6 AWS Management 
Console 認証の失
敗に対してログ
メトリックフィル
ターとアラームが
存在することを確
認する

CIS v1.2.0 37 3.7 カスタマー作
成の CMK の無
効化またはスケ
ジュールされた
削除に対してログ
メトリクスフィル
ターとアラームが
存在することを確
認します

CloudWatch.7 カスタマー作成
の CMK の無効化
またはスケジュー
ルされた削除に対
してログメトリク
スフィルターとア
ラームが存在する
ことを確認します
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付録 B: 統合統制結果をオンにする

前と後のコントロール ID とタイトル

スタンダード 統合統制結果をオ
ンにする前のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにする前のタイ
トル

統合統制結果をオ
ンにした後のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにした後のタイ
トル

CIS v1.2.0 3.8 3.8 S3 バケットの
変更に対してログ
メトリクスフィル
ターとアラームが
存在することを確
認します

CloudWatch.8 S3 バケットの変更
に対してログメト
リクスフィルター
とアラームが存在
することを確認し
ます

CIS v1.2.0 3.9 3.9 AWS Config 
設定の変更に対し
てログメトリッ
クフィルターとア
ラームが存在する
ことを確認する

CloudWatch.9 AWS Config 設定
の変更に対してロ
グメトリックフィ
ルターとアラーム
が存在することを
確認する

CIS v1.2.0 4.1 4.1 どのセキュリ
ティグループでも 
0.0.0.0/0 からポー
ト 22 への入力を
許可しないように
します

EC2.13 セキュリ
ティグループ
は、0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入
力を許可しないよ
うにする必要があ
ります

CIS v1.2.0 4.2 4.2 どのセキュリ
ティグループでも 
0.0.0.0/0 からポー
ト 3389 への入力
を許可しないよう
にします

EC2.14 どのセキュリティ
グループでも 
0.0.0.0/0 からポー
ト 3389 への入力
を許可しないこと
を確認する

CIS v1.2.0 4.3 4.3 すべての VPC 
のデフォルトセ
キュリティグルー
プがすべてのトラ
フィックを制限す
るようにします。

EC2.2 VPC のデフォル
トのセキュリティ
グループでは、
インバウンドト
ラフィックとア
ウトバウンドトラ
フィックを許可し
ないようにする必
要があります

CIS v1.4.0 1.10 1.10 コンソールパ
スワードを持つす
べての IAM ユー
ザーに対して多要
素認証 (MFA) が有
効であることを確
認する

IAM.5 MFA は、コンソー
ルパスワードを持
つすべての IAM 
ユーザーに対して
有効にする必要が
あります

CIS v1.4.0 1.14 1.14 アクセスキー
は 90 日以内ごと
に更新されている
のを確認する

IAM.3 IAM ユーザーのア
クセスキーは 90 
日以内ごとに更新
する必要がありま
す
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付録 B: 統合統制結果をオンにする

前と後のコントロール ID とタイトル

スタンダード 統合統制結果をオ
ンにする前のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにする前のタイ
トル

統合統制結果をオ
ンにした後のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにした後のタイ
トル

CIS v1.4.0 1.16 1.16 完全な「*:*」
管理権限を許可す
る IAM ポリシーが
アタッチされてい
ないことを確認す
る

IAM.1 IAM ポリシーで
は、完全な「*」管
理権限を許可して
はなりません

CIS v1.4.0 1.17 1.17 AWS Support 
でインシデントを
管理するためのサ
ポートロールが作
成されていること
を確認する

IAM.18 AWS Support でイ
ンシデントを管理
するためのサポー
トロールが作成さ
れていることを確
認する

CIS v1.4.0 1.4 1.4 ルートユー
ザーアカウントの
アクセスキーが存
在しないことを確
認する

IAM.4 IAM ルートユー
ザーのアクセス
キーが存在しては
いけません

CIS v1.4.0 1.5 1.5 ルートユー
ザーアカウントで 
MFA が有効である
ことを確認する

IAM.9 ルートユーザーに
対して仮想 MFA 
を有効にする必要
があります

CIS v1.4.0 1.6 1.6 ルートユー
ザーアカウントで
ハードウェア MFA 
が有効であること
を確認する

IAM.6 ルートユーザーに
対してハードウェ
ア MFA を有効に
する必要がありま
す

CIS v1.4.0 1.7 1.7 管理および日
常のタスクでの
ルートユーザーの
使用を排除する

CloudWatch.1 「ルート」ユー
ザーの使用に対す
るログメトリック
フィルターとア
ラームが存在する
必要があります

CIS v1.4.0 1.8 1.8 IAM パスワー
ドポリシーで 14 
文字以上の長さが
要求されているこ
とを確認する

IAM.15 IAM パスワード
ポリシーにおい
て、14 文字以上の
パスワードが要求
されるようにする

CIS v1.4.0 1.9 1.9 IAM パスワー
ドポリシーでパス
ワードの再使用を
防止していること
を確認する

IAM.16 IAM パスワードポ
リシーはパスワー
ドの再使用を禁止
しています
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付録 B: 統合統制結果をオンにする

前と後のコントロール ID とタイトル

スタンダード 統合統制結果をオ
ンにする前のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにする前のタイ
トル

統合統制結果をオ
ンにした後のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにした後のタイ
トル

CIS v1.4.0 2.1.1 2.1.1 すべての 
S3 バケットが 
encryption-at-rest 
を採用しているこ
とを確認する

S3.4 S3 バケットでは、
サーバー側の暗号
化を有効にする必
要があります

CIS v1.4.0 2.1.2 2.1.2 S3 バケット
ポリシーが HTTP 
リクエストを拒否
するように設定さ
れていることを確
認する

S3.5 S3 バケットで
は、Secure Socket 
Layer を使用する
ためのリクエスト
の要求が必要です

CIS v1.4.0 2.1.5.1 2.1.5.1 S3 ブロッ
クパブリックアク
セス設定を有効に
する必要がありま
す

S3.1 S3 ブロックパブ
リックアクセス設
定を有効にする必
要があります

CIS v1.4.0 2.1.5.2 2.1.5.2 S3 ブロッ
クパブリックア
クセス設定は、バ
ケットレベルで有
効にする必要があ
ります

S3.8 S3 ブロックパブ
リックアクセス設
定は、バケットレ
ベルで有効にする
必要があります

CIS v1.4.0 2.2.1 2.2.1 EBS ボ
リュームの暗号化
が有効であること
を確認する

EC2.7 EBS のデフォルト
暗号化を有効にす
る必要があります

CIS v1.4.0 2.3.1 2.3.1 RDS インス
タンスで暗号化が
有効であることを
確認する

RDS.3 RDS DB インスタ
ンスでは、保管時
の暗号化が有効に
なっている必要が
あります

CIS v1.4.0 3.1 3.1 CloudTrail がす
べてのリージョン
で有効であること
を確認する

CloudTrail.1 CloudTrail を有効
にして、少なくと
も 1 つのマルチ
リージョンの追跡
で、読み取りと書
き込みの管理イベ
ントを含めた設定
をする必要があり
ます

CIS v1.4.0 3.2 3.2 CloudTrail ログ
ファイル検証が有
効であることを確
認する

CloudTrail.4 CloudTrail ログ
ファイルの検証を
有効にする必要が
あります
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付録 B: 統合統制結果をオンにする

前と後のコントロール ID とタイトル

スタンダード 統合統制結果をオ
ンにする前のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにする前のタイ
トル

統合統制結果をオ
ンにした後のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにした後のタイ
トル

CIS v1.4.0 3.4 3.4 CloudTrail 証跡
が CloudWatch ロ
グと統合されてい
ることを確認する

CloudTrail.5 CloudTrail 証
跡は、Amazon 
CloudWatch Logs 
と統合する必要が
あります

CIS v1.4.0 3.5 3.5 すべてのリー
ジョンで AWS 
Config が有効に
なっていることを
確認する

Config.1 AWS Config を有
効にする必要があ
ります

CIS v1.4.0 3.6 3.6 CloudTrail S3 
バケットで、S3 バ
ケットアクセスロ
グ記録が有効であ
ることを確認する

S3.9 S3 バケットサー
バーアクセスログ
記録を有効にする
必要があります

CIS v1.4.0 37 3.7 CloudTrail ロ
グは保管時に KMS 
CMK を使用して暗
号化されているこ
とを確認する

CloudTrail.2 CloudTrail は保管
時の暗号化を有効
にする必要があり
ます

CIS v1.4.0 3.8 3.8 カスタマー作
成の CMK のロー
テーションが有効
になっていること
を確認する

KMS.4 カスタマーマス
ターキー (CMK) 
ローテーションを
有効にする必要が
あります

CIS v1.4.0 3.9 3.9 すべての VPC 
で VPC フローロ
グ記録が有効に
なっていることを
確認する

EC2.6 すべての VPC で 
VPC フローログ記
録を有効にする必
要があります

CIS v1.4.0 4.4 4.4 IAM ポリシー
の変更に対するロ
グメトリックフィ
ルターとアラーム
が存在することを
確認する

CloudWatch.4 MFA なしの IAM 
ポリシーの変更に
対してログメトリ
クスフィルターと
アラームが存在す
ることを確認しま
す。

CIS v1.4.0 4.5 4.5 CloudTrail 設定
の変更に対するロ
グメトリックフィ
ルターとアラーム
が存在することを
確認する

CloudWatch.5 CloudTrail の設定
の変更に対するロ
グメトリクスフィ
ルターとアラーム
が存在することを
確認します。
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付録 B: 統合統制結果をオンにする

前と後のコントロール ID とタイトル

スタンダード 統合統制結果をオ
ンにする前のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにする前のタイ
トル

統合統制結果をオ
ンにした後のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにした後のタイ
トル

CIS v1.4.0 4.6 4.6 AWS 
Management 
Console 認証の失
敗に対してログ
メトリックフィル
ターとアラームが
存在することを確
認する

CloudWatch.6 AWS Management 
Console 認証の失
敗に対してログ
メトリックフィル
ターとアラームが
存在することを確
認する

CIS v1.4.0 4.7 4.7 カスタマー作
成の CMK の無
効化またはスケ
ジュールされた
削除に対してログ
メトリックフィル
ターとアラームが
存在することを確
認する

CloudWatch.7 カスタマー作成
の CMK の無効化
またはスケジュー
ルされた削除に対
してログメトリク
スフィルターとア
ラームが存在する
ことを確認します

CIS v1.4.0 4.8 4.8 S3 バケットの
変更に対してログ
メトリックフィル
ターとアラームが
存在することを確
認する

CloudWatch.8 S3 バケットの変更
に対してログメト
リクスフィルター
とアラームが存在
することを確認し
ます

CIS v1.4.0 4.9 4.9 AWS Config 
設定の変更に対し
てログメトリッ
クフィルターとア
ラームが存在する
ことを確認する

CloudWatch.9 AWS Config 設定
の変更に対してロ
グメトリックフィ
ルターとアラーム
が存在することを
確認する

CIS v1.4.0 4.10 4.10 セキュリティ
グループの変更に
対するログメト
リックフィルター
とアラームが存在
することを確認す
る

CloudWatch.10 セキュリティグ
ループの変更に
対するメトリク
スフィルターとア
ラームが存在する
ことを確認します

CIS v1.4.0 4.11 4.11 ネットワー
クアクセスコン
トロールリスト 
(NACL) への変更
に対するログメト
リックフィルター
とアラームが存在
することを確認す
る

CloudWatch.11 ネットワークアク
セスコントロール
リスト (NACL) へ
の変更に対するロ
グメトリクスとア
ラームが存在する
ことを確認します
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付録 B: 統合統制結果をオンにする

前と後のコントロール ID とタイトル

スタンダード 統合統制結果をオ
ンにする前のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにする前のタイ
トル

統合統制結果をオ
ンにした後のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにした後のタイ
トル

CIS v1.4.0 4.12 4.12 ネットワーク
ゲートウェイへの
変更に対するログ
メトリックフィル
ターとアラームが
存在することを確
認する

CloudWatch.12 ネットワークゲー
トウェイへの変更
に対するログメト
リクスとアラーム
が存在することを
確認します

CIS v1.4.0 4.13 4.13 ルートテー
ブルの変更に対し
てログメトリッ
クフィルターとア
ラームが存在する
ことを確認する

CloudWatch.13 ルートテーブルの
変更に対してログ
メトリクスフィル
ターとアラームが
存在することを確
認します

CIS v1.4.0 4.14 4.14 VPC の変更
に対してログメト
リックフィルター
とアラームが存在
することを確認す
る

CloudWatch.14 VPC の変更に対
してログメトリク
スフィルターとア
ラームが存在する
ことを確認します

CIS v1.4.0 5.1 5.1 ネットワーク 
ACL が 0.0.0.0/0 
からリモートサー
バー管理ポートへ
の侵入を許可して
いないことを確認
する

EC2.21 ネットワーク ACL 
は、0.0.0.0/0 から
ポート 22、または
ポート 3389 への
侵入をを許可しな
いようにする必要
があります

CIS v1.4.0 5.3 5.3 すべての VPC 
のデフォルトセ
キュリティグルー
プがすべてのトラ
フィックを制限す
るようにします

EC2.2 VPC のデフォル
トのセキュリティ
グループでは、
インバウンドト
ラフィックとア
ウトバウンドトラ
フィックを許可し
ないようにする必
要があります

PCI DSS v3.2.1 PCI.AutoScaling.1 PCI.AutoScaling.1 
ロードバランサー
に関連付けられ
た Auto Scaling グ
ループは、ロード
バランサーのヘル
スチェックを使用
する必要がありま
す

AutoScaling.1 ロードバランサー
に関連付けられ
た Auto Scaling グ
ループは、ロード
バランサーのヘル
スチェックを使用
する必要がありま
す
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付録 B: 統合統制結果をオンにする

前と後のコントロール ID とタイトル

スタンダード 統合統制結果をオ
ンにする前のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにする前のタイ
トル

統合統制結果をオ
ンにした後のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにした後のタイ
トル

PCI DSS v3.2.1 PCI.CloudTrail.1 PCI.CloudTrail.1 
CloudTrail ログ
は、AWS KMS 
CMK を使用して保
管中に暗号化する
必要があります

CloudTrail.2 CloudTrail は保管
時の暗号化を有効
にする必要があり
ます

PCI DSS v3.2.1 PCI.CloudTrail.2 PCI.CloudTrail.2 
CloudTrail を有効
にする必要があり
ます

CloudTrail.3 CloudTrail を有効
にする必要があり
ます

PCI DSS v3.2.1 PCI.CloudTrail.3 PCI.CloudTrail.3 
CloudTrail ログ
ファイルの検証を
有効にする必要が
あります

CloudTrail.4 CloudTrail ログ
ファイルの検証を
有効にする必要が
あります

PCI DSS v3.2.1 PCI.CloudTrail.4 PCI.CloudTrail.4 
CloudTrail 証
跡は Amazon 
CloudWatch Logs 
と統合する必要が
あります

CloudTrail.5 CloudTrail 証
跡は、Amazon 
CloudWatch Logs 
と統合する必要が
あります

PCI DSS v3.2.1 PCI.CodeBuild.1 PCI.CodeBuild.1 
CodeBuild GitHub 
または Bitbucket 
のソースリポ
ジトリの URL 
は、OAuth を使用
する必要がありま
す

CodeBuild.1 CodeBuild GitHub 
または Bitbucket 
のソースリポ
ジトリの URL 
は、OAuth を使用
する必要がありま
す

PCI DSS v3.2.1 PCI.CodeBuild.2 PCI.CodeBuild.2 
CodeBuild プロ
ジェクト環境変数
に、クリアテキス
トの認証情報を含
めるべきではない

CodeBuild.2 CodeBuild プロ
ジェクト環境変数
に、クリアテキス
トの認証情報を含
めるべきでない

PCI DSS v3.2.1 PCI.Config.1 PCI.Config.1 AWS 
Config を有効にす
る必要があります

Config.1 AWS Config を有
効にする必要があ
ります

PCI DSS v3.2.1 PCI.CW.1 PCI.CW.1「ルー
ト」ユーザーの
使用に対するログ
メトリックフィル
ターとアラームが
存在する必要があ
ります

CloudWatch.1 「ルート」ユー
ザーの使用に対す
るログメトリック
フィルターとア
ラームが存在する
必要があります
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付録 B: 統合統制結果をオンにする

前と後のコントロール ID とタイトル

スタンダード 統合統制結果をオ
ンにする前のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにする前のタイ
トル

統合統制結果をオ
ンにした後のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにした後のタイ
トル

PCI DSS v3.2.1 PCI.DMS.1 PCI.DMS.1 
Database 
Migration Service 
のレプリケーショ
ンインスタンスは
パブリックではな
い必要があります

DMS.1 Database 
Migration Service 
のレプリケーショ
ンインスタンス
は、パブリックで
はない必要があり
ます

PCI DSS v3.2.1 PCI.EC2.1 PCI.EC2.1 EBS ス
ナップショットを
パブリックに復元
可能であってはな
りません

EC2.1 EBS スナップ
ショットをパブ
リックに復元可能
であってはなりま
せん

PCI DSS v3.2.1 PCI.EC2.2 PCI.EC2.2 VPC 
のデフォルトのセ
キュリティグルー
プで、インバウン
ドトラフィックと
アウトバウンドト
ラフィックを禁止
する必要がありま
す

EC2.2 VPC のデフォル
トのセキュリティ
グループでは、
インバウンドト
ラフィックとア
ウトバウンドトラ
フィックを許可し
ないようにする必
要があります

PCI DSS v3.2.1 PCI.EC2.4 PCI.EC2.4 未使用
の EC2 EIP を削除
する必要がありま
す

EC2.12 未使用の EC2 EIP 
を削除する必要が
あります

PCI DSS v3.2.1 PCI.EC2.5 PCI.EC2.5 セキュ
リティグループ
は、0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入
力を許可しないよ
うにする必要があ
ります

EC2.13 セキュリ
ティグループ
は、0.0.0.0/0 から
ポート 22 への入
力を許可しないよ
うにする必要があ
ります

PCI DSS v3.2.1 PCI.EC2.6 PCI.EC2.6 VPC フ
ローログ記録をす
べての VPC で有
効にする必要があ
ります

EC2.6 すべての VPC で 
VPC フローログ記
録を有効にする必
要があります

PCI DSS v3.2.1 PCI.ELBv2.1 PCI.ELBV2.1 
Application Load 
Balancer は、すべ
ての HTTP リクエ
ストを HTTPS に
リダイレクトする
ように設定する必
要があります

ELB.1 Application Load 
Balancer は、すべ
ての HTTP リクエ
ストを HTTPS に
リダイレクトする
ように設定する必
要があります
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スタンダード 統合統制結果をオ
ンにする前のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにする前のタイ
トル

統合統制結果をオ
ンにした後のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにした後のタイ
トル

PCI DSS v3.2.1 PCI.ES.1 PCI.ES.1 
Elasticsearch ドメ
インは VPC 内に
存在する必要があ
ります

ES.2 Elasticsearch ドメ
インは VPC 内に
存在する必要があ
ります

PCI DSS v3.2.1 PCI.ES.2 PCI.ES.2 
Elasticsearch ドメ
インで保管中の暗
号化を有効にする
必要があります

ES.1 Elasticsearch ドメ
インは、保管中の
暗号化を有効にす
る必要があります

PCI DSS v3.2.1 PCI.GuardDuty.1 PCI.GuardDuty.1 
GuardDuty を有効
にする必要があり
ます

GuardDuty.1 GuardDuty を有効
にする必要があり
ます

PCI DSS v3.2.1 PCI.IAM.1 PCI.IAM.1 IAM 
ルートユーザーの
アクセスキーが存
在していてはなり
ません

IAM.4 IAM ルートユー
ザーのアクセス
キーが存在しては
いけません

PCI DSS v3.2.1 PCI.IAM.2 PCI.IAM.2 IAM 
ユーザーには IAM 
ポリシーをアタッ
チしてはなりませ
ん

IAM.2 IAM ユーザーには 
IAM ポリシーをア
タッチしてはなり
ません

PCI DSS v3.2.1 PCI.IAM.3 PCI.IAM.3 IAM ポ
リシーで、完全な
「*」管理者権限を
許可してはなりま
せん

IAM.1 IAM ポリシーで
は、完全な「*」管
理権限を許可して
はなりません

PCI DSS v3.2.1 PCI.IAM.4 PCI.IAM.4 ルート
ユーザーに対して
ハードウェア MFA 
を有効にする必要
があります

IAM.6 ルートユーザーに
対してハードウェ
ア MFA を有効に
する必要がありま
す

PCI DSS v3.2.1 PCI.IAM.5 PCI.IAM.5 ルート
ユーザーに対して
仮想 MFA を有効
にする必要があり
ます

IAM.9 ルートユーザーに
対して仮想 MFA 
を有効にする必要
があります

PCI DSS v3.2.1 PCI.IAM.6 PCI.IAM.6 すべて
の IAM ユーザーに
対して MFA を有
効にする必要があ
ります

IAM.19 すべての IAM ユー
ザーに対して MFA 
を有効にする必要
があります
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前と後のコントロール ID とタイトル

スタンダード 統合統制結果をオ
ンにする前のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにする前のタイ
トル

統合統制結果をオ
ンにした後のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにした後のタイ
トル

PCI DSS v3.2.1 PCI.IAM.7 PCI.IAM.7 IAM 
ユーザー認証情報
が事前定義された
日数以内に使用さ
れない場合、認証
情報を無効にする
必要があります

IAM.8 未使用の IAM ユー
ザー認証情報は削
除する必要があり
ます

PCI DSS v3.2.1 PCI.IAM.8 PCI.IAM.8 IAM 
ユーザーのパス
ワードポリシーに
は強力な設定が必
要です

IAM.10 IAM ユーザーのパ
スワードポリシー
には強力な設定が
必要です

PCI DSS v3.2.1 PCI.KMS.1 PCI.KMS.1 カスタ
マーマスターキー 
(CMK) ローテー
ションを有効にす
る必要があります

KMS.4 カスタマーマス
ターキー (CMK) 
ローテーションを
有効にする必要が
あります

PCI DSS v3.2.1 PCI.Lambda.1 PCI.Lambda.1 
Lambda 関数は、
パブリックアクセ
スを禁止する必要
があります

Lambda.1 Lambda 関数ポリ
シーでは、パブ
リックアクセスを
禁止する必要があ
ります

PCI DSS v3.2.1 PCI.Lambda.2 PCI.Lambda.2 
Lambda 関数は 
VPC 内に存在する
必要があります

Lambda.3 Lambda 関数は 
VPC 内に存在する
必要があります

PCI DSS v3.2.1 PCI.OpenSearch.1 OpenSearch.1 
OpenSearch ドメ
インは VPC 内に
含まれている必要
があります

Opensearch.2 OpenSearch ドメ
インは VPC 内に
含まれている必要
があります

PCI DSS v3.2.1 PCI.Opensearch.2 PCI.Opensearch.2 
EBS スナップ
ショットをパブ
リックに復元可能
であってはなりま
せん

Opensearch.1 OpenSearch ドメ
インは保管中の暗
号化を有効にする
必要があります

PCI DSS v3.2.1 PCI.RDS.1 PCI.RDS.1 RDS ス
ナップショットは
プライベートであ
る必要があります

RDS.1 RDS スナップ
ショットはプライ
ベートである必要
があります
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前と後のコントロール ID とタイトル

スタンダード 統合統制結果をオ
ンにする前のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにする前のタイ
トル

統合統制結果をオ
ンにした後のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにした後のタイ
トル

PCI DSS v3.2.1 PCI.RDS.2 PCI.RDS.2 RDS 
DB インスタンス
でパブリックアク
セスを禁止する必
要があります

RDS.2 RDS DB イ
ンスタンス
は、PubliclyAccessible 
設定によって判断
される、パブリッ
クアクセスを禁止
する必要がありま
す

PCI DSS v3.2.1 PCI.Redshift.1 PCI.Redshift.1 
Amazon Redshift 
クラスターはパブ
リックアクセスを
禁止する必要があ
ります

Redshift.1 Amazon Redshift 
クラスターはパブ
リックアクセスを
禁止する必要があ
ります

PCI DSS v3.2.1 PCI.S3.1 PCI.S3.1 S3 バ
ケットはパブリッ
ク書き込みアクセ
スを禁止する必要
があります

S3.3 S3 バケットはパブ
リック書き込みア
クセスを禁止する
必要があります

PCI DSS v3.2.1 PCI.S3.2 PCI.S3.2 S3 バ
ケットではパブ
リック読み取りア
クセスを禁止する
必要があります

S3.2 S3 バケットではパ
ブリック読み取り
アクセスを禁止す
る必要があります

PCI DSS v3.2.1 PCI.S3.3 PCI.S3.3 S3 バ
ケットでクロス
リージョンレプリ
ケーションを有効
にする必要があり
ます

S3.7 S3 バケットでクロ
スリージョンレプ
リケーションを有
効にする必要があ
ります

PCI DSS v3.2.1 PCI.S3.4 PCI.S3.4 S3 バ
ケットでは、サー
バー側の暗号化を
有効にする必要が
あります

S3.4 S3 バケットでは、
サーバー側の暗号
化を有効にする必
要があります

PCI DSS v3.2.1 PCI.S3.5 PCI.S3.5 S3 バ
ケットは Secure 
Socket Layer を使
用するリクエスト
を要求する必要が
あります

S3.5 S3 バケットで
は、Secure Socket 
Layer を使用する
ためのリクエスト
の要求が必要です

PCI DSS v3.2.1 PCI.S3.6 PCI.S3.6 S3 パブ
リックアクセスブ
ロック設定を有効
にする必要があり
ます

S3.1 S3 ブロックパブ
リックアクセス設
定を有効にする必
要があります
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スタンダード 統合統制結果をオ
ンにする前のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにする前のタイ
トル

統合統制結果をオ
ンにした後のコン
トロール ID

統合統制結果をオ
ンにした後のタイ
トル

PCI DSS v3.2.1 PCI.SageMaker.1 PCI.SageMaker.1 
Amazon 
SageMaker ノー
トブックインスタ
ンスは、インター
ネットに直接アク
セスできないよう
にする必要があり
ます

SageMaker.1 Amazon 
SageMaker ノー
トブックインスタ
ンスは、インター
ネットに直接アク
セスできないよう
にする必要があり
ます

PCI DSS v3.2.1 PCI.SSM.1 PCI.SSM.1 
Systems Manager 
によって管理され
る EC2 インスタン
スは、パッチのイ
ンストール後に、
パッチコンプライ
アンスのステータ
スが COMPLIANT 
である必要があり
ます

SSM.2 Systems Manager 
によって管理され
る EC2 インスタン
スは、パッチのイ
ンストール後に、
パッチコンプライ
アンスのステータ
スが COMPLIANT 
である必要があり
ます

PCI DSS v3.2.1 PCI.SSM.2 PCI.SSM.2 
Systems Manager 
によって管理され
る EC2 インスタ
ンスの関連付け
コンプライアンス
のステータスは 
COMPLIANT であ
る必要があります

SSM.3 Systems Manager 
によって管理さ
れる EC2 インス
タンスの関連付
けコンプライア
ンスステータス
は、COMPLIANT 
である必要があり
ます

PCI DSS v3.2.1 PCI.SSM.3 PCI.SSM.3 EC2 イ
ンスタンスは AWS 
Systems Manager 
により管理される
必要があります

SSM.1 EC2 インスタンス
は AWS Systems 
Manager により管
理される必要があ
ります

付録 C: 機能リリース前とリリース後の完全なサンプ
ル調査結果

Note

これらのサンプル結果は、2022 年 12 月 27 日に最終更新されました。

以下の種類のサンプル結果を確認できます。

• 機能リリース前 (現在の調査結果) (p. 321)
• 統合コントロールビューのリリース後 (p. 327)
• 統合統制結果のリリース後 (機能が有効になっている場合) (p. 335)
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機能リリース前の調査結果の例
FSBP 標準の CloudTrail.2 コントロールのサンプル結果

{ 
  "SchemaVersion": "2018-10-08", 
  "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:subscription/aws-foundational-security-
best-practices/v/1.0.0/CloudTrail.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2::product/aws/securityhub", 
  "ProductName": "Security Hub", 
  "CompanyName": "AWS", 
  "Region": "us-east-2", 
  "GeneratorId": "aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/CloudTrail.2", 
  "AwsAccountId": "123456789012", 
  "Types": [ 
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/AWS-Foundational-
Security-Best-Practices" 
  ], 
  "FirstObservedAt": "2020-08-06T02:18:23.076Z", 
  "LastObservedAt": "2021-09-28T16:10:06.956Z", 
  "CreatedAt": "2020-08-06T02:18:23.076Z", 
  "UpdatedAt": "2021-09-28T16:10:00.093Z", 
  "Severity": { 
    "Product": 40, 
    "Label": "MEDIUM", 
    "Normalized": 40, 
    "Original": "MEDIUM" 
  }, 
  "Title": "CloudTrail.2 CloudTrail should have encryption at-rest enabled", 
  "Description": "This AWS control checks whether AWS CloudTrail is configured to use the 
 server side encryption (SSE) AWS Key Management Service (AWS KMS) customer master key 
 (CMK) encryption. The check will pass if the KmsKeyId is defined.", 
  "Remediation": { 
    "Recommendation": { 
      "Text": "For directions on how to fix this issue, consult the AWS Security Hub 
 Foundational Security Best Practices documentation.", 
      "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/remediation" 
    } 
  }, 
  "ProductFields": { 
    "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:::standards/aws-foundational-security-best-
practices/v/1.0.0", 
    "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:subscription/
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0", 
    "ControlId": "CloudTrail.2", 
    "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/
remediation", 
    "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-cloud-trail-encryption-enabled-fe95bf3f", 
    "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule", 
    "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:control/aws-
foundational-security-best-practices/v/1.0.0/CloudTrail.2", 
    "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub", 
    "aws/securityhub/CompanyName": "AWS", 
    "Resources:0/Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/AWSMacieTrail-DO-
NOT-EDIT", 
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-2::product/aws/securityhub/
arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:subscription/aws-foundational-security-best-
practices/v/1.0.0/CloudTrail.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" 
  }, 
  "Resources": [ 
    { 
      "Type": "AwsCloudTrailTrail", 
      "Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/AWSMacieTrail-DO-NOT-EDIT", 
      "Partition": "aws", 
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      "Region": "us-east-2" 
    } 
  ], 
  "Compliance": { 
    "Status": "FAILED" 
  }, 
  "WorkflowState": "NEW", 
  "Workflow": { 
    "Status": "NEW" 
  }, 
  "RecordState": "ACTIVE", 
  "FindingProviderFields": { 
    "Severity": { 
      "Label": "MEDIUM", 
      "Original": "MEDIUM" 
    }, 
    "Types": [ 
      "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/AWS-
Foundational-Security-Best-Practices" 
    ] 
  }
}

PCI DSS v3.2.1 での PCI.CloudTrail.1 コントロールのサンプル結果

{ 
  "SchemaVersion": "2018-10-08", 
  "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1/
PCI.CloudTrail.1/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2::product/aws/securityhub", 
  "ProductName": "Security Hub", 
  "CompanyName": "AWS", 
  "Region": "us-east-2", 
  "GeneratorId": "pci-dss/v/3.2.1/PCI.CloudTrail.1", 
  "AwsAccountId": "123456789012", 
  "Types": [ 
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/PCI-DSS" 
  ], 
  "FirstObservedAt": "2020-08-06T02:18:23.089Z", 
  "LastObservedAt": "2021-09-28T16:10:06.942Z", 
  "CreatedAt": "2020-08-06T02:18:23.089Z", 
  "UpdatedAt": "2021-09-28T16:10:00.090Z", 
  "Severity": { 
    "Product": 40, 
    "Label": "MEDIUM", 
    "Normalized": 40, 
    "Original": "MEDIUM" 
  }, 
  "Title": "PCI.CloudTrail.1 CloudTrail logs should be encrypted at rest using AWS KMS 
 CMKs", 
  "Description": "This AWS control checks whether AWS CloudTrail is configured to use the 
 server side encryption (SSE) AWS Key Management Service (AWS KMS) customer master key 
 (CMK) encryption by checking if the KmsKeyId is defined.", 
  "Remediation": { 
    "Recommendation": { 
      "Text": "For directions on how to fix this issue, consult the AWS Security Hub PCI 
 DSS documentation.", 
      "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/PCI.CloudTrail.1/remediation" 
    } 
  }, 
  "ProductFields": { 
    "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:::standards/pci-dss/v/3.2.1", 
    "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:subscription/
pci-dss/v/3.2.1", 

322



AWS Security Hub ユーザーガイド
付録 C: 機能リリース前とリリー
ス後の完全なサンプル調査結果

    "ControlId": "PCI.CloudTrail.1", 
    "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/PCI.CloudTrail.1/
remediation", 
    "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-cloud-trail-encryption-enabled-fe95bf3f", 
    "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule", 
    "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:control/pci-dss/
v/3.2.1/PCI.CloudTrail.1", 
    "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub", 
    "aws/securityhub/CompanyName": "AWS", 
    "Resources:0/Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/AWSMacieTrail-DO-
NOT-EDIT", 
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-2::product/aws/securityhub/
arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1/PCI.CloudTrail.1/
finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" 
  }, 
  "Resources": [ 
    { 
      "Type": "AwsCloudTrailTrail", 
      "Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/AWSMacieTrail-DO-NOT-EDIT", 
      "Partition": "aws", 
      "Region": "us-east-2" 
    } 
  ], 
  "Compliance": { 
    "Status": "FAILED", 
    "RelatedRequirements": [ 
      "PCI DSS 3.4" 
    ] 
  }, 
  "WorkflowState": "NEW", 
  "Workflow": { 
    "Status": "NEW" 
  }, 
  "RecordState": "ACTIVE", 
  "FindingProviderFields": { 
    "Severity": { 
      "Label": "MEDIUM", 
      "Original": "MEDIUM" 
    }, 
    "Types": [ 
      "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/PCI-DSS" 
    ] 
  }
}

CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0 におけるコントロール 2.7 のサンプル結果

{ 
  "SchemaVersion": "2018-10-08", 
  "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/2.7/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2::product/aws/securityhub", 
  "ProductName": "Security Hub", 
  "CompanyName": "AWS", 
  "Region": "us-east-2", 
  "GeneratorId": "arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/
rule/2.7", 
  "AwsAccountId": "123456789012", 
  "Types": [ 
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/CIS AWS 
 Foundations Benchmark" 
  ], 
  "FirstObservedAt": "2020-08-29T04:10:06.337Z", 
  "LastObservedAt": "2021-09-28T16:10:05.350Z", 
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  "CreatedAt": "2020-08-29T04:10:06.337Z", 
  "UpdatedAt": "2021-09-28T16:10:00.087Z", 
  "Severity": { 
    "Product": 40, 
    "Label": "MEDIUM", 
    "Normalized": 40, 
    "Original": "MEDIUM" 
  }, 
  "Title": "2.7 Ensure CloudTrail logs are encrypted at rest using KMS CMKs", 
  "Description": "AWS Key Management Service (KMS) is a managed service that helps create 
 and control the encryption keys used to encrypt account data, and uses Hardware Security 
 Modules (HSMs) to protect the security of encryption keys. CloudTrail logs can be 
 configured to leverage server side encryption (SSE) and KMS customer created master keys 
 (CMK) to further protect CloudTrail logs. It is recommended that CloudTrail be configured 
 to use SSE-KMS.", 
  "Remediation": { 
    "Recommendation": { 
      "Text": "For directions on how to fix this issue, consult the AWS Security Hub CIS 
 documentation.", 
      "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/standards-cis-2.7/
remediation" 
    } 
  }, 
  "ProductFields": { 
    "StandardsGuideArn": "arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.2.0", 
    "StandardsGuideSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-
east-2:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0", 
    "RuleId": "2.7", 
    "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/standards-
cis-2.7/remediation", 
    "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-cloud-trail-encryption-enabled-fe95bf3f", 
    "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule", 
    "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:control/cis-aws-
foundations-benchmark/v/1.2.0/2.7", 
    "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub", 
    "aws/securityhub/CompanyName": "AWS", 
    "Resources:0/Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/AWSMacieTrail-DO-
NOT-EDIT", 
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-2::product/aws/securityhub/
arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.2.0/2.7/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" 
  }, 
  "Resources": [ 
    { 
      "Type": "AwsCloudTrailTrail", 
      "Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/AWSMacieTrail-DO-NOT-EDIT", 
      "Partition": "aws", 
      "Region": "us-east-2" 
    } 
  ], 
  "Compliance": { 
    "Status": "FAILED" 
  }, 
  "WorkflowState": "NEW", 
  "Workflow": { 
    "Status": "NEW" 
  }, 
  "RecordState": "ACTIVE", 
  "FindingProviderFields": { 
    "Severity": { 
      "Label": "MEDIUM", 
      "Original": "MEDIUM" 
    }, 
    "Types": [ 
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      "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/CIS AWS 
 Foundations Benchmark" 
    ] 
  }
}

CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 におけるコントロール 3.7 のサンプル結果

{ 
  "SchemaVersion": "2018-10-08", 
  "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.4.0/3.7/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub", 
  "ProductName": "Security Hub", 
  "CompanyName": "AWS", 
  "Region": "us-east-1", 
  "GeneratorId": "cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/3.7", 
  "AwsAccountId": "123456789012", 
  "Types": [ 
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/CIS AWS 
 Foundations Benchmark" 
  ], 
  "FirstObservedAt": "2022-10-21T22:14:48.913Z", 
  "LastObservedAt": "2022-12-22T22:24:56.980Z", 
  "CreatedAt": "2022-10-21T22:14:48.913Z", 
  "UpdatedAt": "2022-12-22T22:24:52.409Z", 
  "Severity": { 
    "Product": 40, 
    "Label": "MEDIUM", 
    "Normalized": 40, 
    "Original": "MEDIUM" 
  }, 
  "Title": "3.7 Ensure CloudTrail logs are encrypted at rest using KMS CMKs", 
  "Description": "AWS CloudTrail is a web service that records AWS API calls for an account 
 and makes those logs available to users and resources in accordance with IAM policies. 
 AWS Key Management Service (KMS) is a managed service that helps create and control the 
 encryption keys used to encrypt account data, and uses Hardware Security Modules (HSMs) 
 to protect the security of encryption keys. CloudTrail logs can be configured to leverage 
 server side encryption (SSE) and AWS KMS customer created master keys (CMK) to further 
 protect CloudTrail logs. It is recommended that CloudTrail be configured to use SSE-KMS.", 
  "Remediation": { 
    "Recommendation": { 
      "Text": "For directions on how to fix this issue, consult the AWS Security Hub CIS 
 AWS Foundations Benchmark v1.4.0 Controls documentation.", 
      "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CIS.v1.4.0.3.7/remediation" 
    } 
  }, 
  "ProductFields": { 
    "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:::standards/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.4.0", 
    "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0", 
    "ControlId": "3.7", 
    "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CIS.v1.4.0.3.7/
remediation", 
    "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-cloud-trail-encryption-enabled-855f82d1", 
    "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule", 
    "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:control/cis-aws-
foundations-benchmark/v/1.4.0/3.7", 
    "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub", 
    "aws/securityhub/CompanyName": "AWS", 
    "Resources:0/Id": "arn:aws:cloudtrail:us-west-2:123456789012:trail/AWSMacieTrail-DO-
NOT-EDIT", 
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    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub/
arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.4.0/3.7/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" 
  }, 
  "Resources": [ 
    { 
      "Type": "AwsCloudTrailTrail", 
      "Id": "arn:aws:cloudtrail:us-west-2:123456789012:trail/AWSMacieTrail-DO-NOT-EDIT", 
      "Partition": "aws", 
      "Region": "us-east-1" 
    } 
  ], 
  "Compliance": { 
    "Status": "FAILED", 
    "RelatedRequirements": [ 
      "CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/3.7" 
    ] 
  }, 
  "WorkflowState": "NEW", 
  "Workflow": { 
    "Status": "NEW" 
  }, 
  "RecordState": "ACTIVE", 
  "FindingProviderFields": { 
    "Severity": { 
      "Label": "MEDIUM", 
      "Original": "MEDIUM" 
    }, 
    "Types": [ 
      "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/CIS AWS 
 Foundations Benchmark" 
    ] 
  }
}

サービスマネージドスタンダードにおける CT.CloudTrail.2 のサンプル結果: AWS Control Tower。
Note

この規格を利用できるのは、AWS Control Tower で規格を作成した AWS Control Tower 
ユーザーだけです。詳細については、「サービスマネージドスタンダード: AWS Control 
Tower (p. 716)」を参照してください。

{ 
  "SchemaVersion": "2018-10-08", 
  "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/service-managed-aws-
control-tower/v/1.0.0/CloudTrail.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub", 
  "ProductName": "Security Hub", 
  "CompanyName": "AWS", 
  "Region": "us-east-1", 
  "GeneratorId": "service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/CloudTrail.2", 
  "AwsAccountId": "123456789012", 
  "Types": [ 
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards" 
  ], 
  "FirstObservedAt": "2022-11-17T01:25:30.296Z", 
  "LastObservedAt": "2022-11-17T01:25:45.805Z", 
  "CreatedAt": "2022-11-17T01:25:30.296Z", 
  "UpdatedAt": "2022-11-17T01:25:30.296Z", 
  "Severity": { 
    "Product": 40, 
    "Label": "MEDIUM", 
    "Normalized": 40, 
    "Original": "MEDIUM" 
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  }, 
  "Title": "CT.CloudTrail.2 CloudTrail should have encryption at-rest enabled", 
  "Description": "This AWS control checks whether AWS CloudTrail is configured to use the 
 server side encryption (SSE) AWS Key Management Service (AWS KMS) customer master key 
 (CMK) encryption. The check will pass if the KmsKeyId is defined.", 
  "Remediation": { 
    "Recommendation": { 
      "Text": "For information on how to correct this issue, consult the AWS Security Hub 
 controls documentation.", 
      "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/remediation" 
    } 
  }, 
  "ProductFields": { 
    "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:::standards/service-managed-aws-control-tower/
v/1.0.0", 
    "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0", 
    "ControlId": "CT.CloudTrail.2", 
    "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/
remediation", 
    "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-cloud-trail-encryption-enabled-fe95bf3f", 
    "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule", 
    "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:control/service-
managed-aws-control-tower/v/1.0.0/CloudTrail.2", 
    "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub", 
    "aws/securityhub/CompanyName": "AWS", 
    "Resources:0/Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/AWSMacieTrail-DO-
NOT-EDIT", 
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub/
arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/service-managed-aws-control-tower/
v/1.0.0/CloudTrail.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" 
  }, 
  "Resources": [ 
    { 
      "Type": "AwsAccount", 
      "Id": "AWS::::Account:123456789012", 
      "Partition": "aws", 
      "Region": "us-east-1" 
    } 
  ], 
  "Compliance": { 
    "Status": "FAILED" 
  }, 
  "WorkflowState": "NEW", 
  "Workflow": { 
    "Status": "NEW" 
  }, 
  "RecordState": "ACTIVE", 
  "FindingProviderFields": { 
    "Severity": { 
      "Label": "MEDIUM", 
      "Original": "MEDIUM" 
    }, 
    "Types": [ 
      "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards" 
    ] 
  }
}

統合コントロールビューのリリース後のサンプル結果
FSBP 標準の CloudTrail.2 コントロールのサンプル結果

{ 

327



AWS Security Hub ユーザーガイド
付録 C: 機能リリース前とリリー
ス後の完全なサンプル調査結果

  "SchemaVersion": "2018-10-08", 
  "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:subscription/aws-foundational-security-
best-practices/v/1.0.0/CloudTrail.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2::product/aws/securityhub", 
  "ProductName": "Security Hub", 
  "CompanyName": "AWS", 
  "Region": "us-east-2", 
  "GeneratorId": "aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/CloudTrail.2", 
  "AwsAccountId": "123456789012", 
  "Types": [ 
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/AWS-Foundational-
Security-Best-Practices" 
  ], 
  "FirstObservedAt": "2020-08-06T02:18:23.076Z", 
  "LastObservedAt": "2021-09-28T16:10:06.956Z", 
  "CreatedAt": "2020-08-06T02:18:23.076Z", 
  "UpdatedAt": "2021-09-28T16:10:00.093Z", 
  "Severity": { 
    "Product": 40, 
    "Label": "MEDIUM", 
    "Normalized": 40, 
    "Original": "MEDIUM" 
  }, 
  "Title": "CloudTrail.2 CloudTrail should have encryption at-rest enabled", 
  "Description": "This AWS control checks whether AWS CloudTrail is configured to use the 
 server side encryption (SSE) AWS Key Management Service (AWS KMS) customer master key 
 (CMK) encryption. The check will pass if the KmsKeyId is defined.", 
  "Remediation": { 
    "Recommendation": { 
      "Text": "For directions on how to correct this issue, consult the AWS Security Hub 
 controls documentation.", 
      "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/remediation" 
    } 
  }, 
  "ProductFields": { 
    "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:::standards/aws-foundational-security-best-
practices/v/1.0.0", 
    "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:subscription/
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0", 
    "ControlId": "CloudTrail.2", 
    "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/
remediation", 
    "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-cloud-trail-encryption-enabled-fe95bf3f", 
    "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule", 
    "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:control/aws-
foundational-security-best-practices/v/1.0.0/CloudTrail.2", 
    "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub", 
    "aws/securityhub/CompanyName": "AWS", 
    "Resources:0/Id": "arn:aws:cloudtrail:us-west-2:123456789012:trail/AWSMacieTrail-DO-
NOT-EDIT", 
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-2::product/aws/securityhub/
arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:subscription/aws-foundational-security-best-
practices/v/1.0.0/CloudTrail.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" 
  }, 
  "Resources": [ 
    { 
      "Type": "AwsCloudTrailTrail", 
      "Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/AWSMacieTrail-DO-NOT-EDIT", 
      "Partition": "aws", 
      "Region": "us-east-2" 
    } 
  ], 
  "Compliance": { 
    "Status": "FAILED", 
    "SecurityControlId": "CloudTrail.2", 
    "AssociatedStandards": [{ 
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      "StandardsId": "standards/aws-foundation-best-practices/v/1.0.0" 
    }] 
  }, 
  "WorkflowState": "NEW", 
  "Workflow": { 
    "Status": "NEW" 
  }, 
  "RecordState": "ACTIVE", 
  "FindingProviderFields": { 
    "Severity": { 
      "Label": "MEDIUM", 
      "Original": "MEDIUM" 
    }, 
    "Types": [ 
      "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/AWS-
Foundational-Security-Best-Practices" 
    ] 
  }
}

PCI DSS v3.2.1 での PCI.CloudTrail.1 コントロールのサンプル結果

{ 
  "SchemaVersion": "2018-10-08", 
  "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1/
PCI.CloudTrail.1/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2::product/aws/securityhub", 
  "ProductName": "Security Hub", 
  "CompanyName": "AWS", 
  "Region": "us-east-2", 
  "GeneratorId": "pci-dss/v/3.2.1/PCI.CloudTrail.1", 
  "AwsAccountId": "123456789012", 
  "Types": [ 
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/PCI-DSS" 
  ], 
  "FirstObservedAt": "2020-08-06T02:18:23.089Z", 
  "LastObservedAt": "2021-09-28T16:10:06.942Z", 
  "CreatedAt": "2020-08-06T02:18:23.089Z", 
  "UpdatedAt": "2021-09-28T16:10:00.090Z", 
  "Severity": { 
    "Product": 40, 
    "Label": "MEDIUM", 
    "Normalized": 40, 
    "Original": "MEDIUM" 
  }, 
  "Title": "PCI.CloudTrail.1 CloudTrail logs should be encrypted at rest using AWS KMS 
 CMKs", 
  "Description": "This AWS control checks whether AWS CloudTrail is configured to use the 
 server side encryption (SSE) AWS Key Management Service (AWS KMS) customer master key 
 (CMK) encryption by checking if the KmsKeyId is defined.", 
  "Remediation": { 
    "Recommendation": { 
      "Text": "For directions on how to correct this issue, consult the AWS Security Hub 
 controls documentation.", 
      "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/remediation" 
    } 
  }, 
  "ProductFields": { 
    "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:::standards/pci-dss/v/3.2.1", 
    "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:subscription/
pci-dss/v/3.2.1", 
    "ControlId": "PCI.CloudTrail.1", 
    "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/
remediation", 
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    "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-cloud-trail-encryption-enabled-fe95bf3f", 
    "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule", 
    "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:control/pci-dss/
v/3.2.1/PCI.CloudTrail.1", 
    "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub", 
    "aws/securityhub/CompanyName": "AWS", 
    "Resources:0/Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/AWSMacieTrail-DO-
NOT-EDIT", 
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-2::product/aws/securityhub/
arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1/PCI.CloudTrail.1/
finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" 
  }, 
  "Resources": [ 
    { 
      "Type": "AwsCloudTrailTrail", 
      "Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/AWSMacieTrail-DO-NOT-EDIT", 
      "Partition": "aws", 
      "Region": "us-east-2" 
    } 
  ], 
  "Compliance": { 
    "Status": "FAILED", 
    "RelatedRequirements": [ 
      "PCI DSS 3.4" 
    ], 
    "SecurityControlId": "CloudTrail.2", 
    "AssociatedStandards": [{ 
      "StandardsId": "standards/pci-dss/v/3.2.1" 
    }] 
  }, 
  "WorkflowState": "NEW", 
  "Workflow": { 
    "Status": "NEW" 
  }, 
  "RecordState": "ACTIVE", 
  "FindingProviderFields": { 
    "Severity": { 
      "Label": "MEDIUM", 
      "Original": "MEDIUM" 
    }, 
    "Types": [ 
      "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/PCI-DSS" 
    ] 
  }
}

CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0 におけるコントロール 2.7 のサンプル結果

{ 
  "SchemaVersion": "2018-10-08", 
  "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/2.7/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2::product/aws/securityhub", 
  "ProductName": "Security Hub", 
  "CompanyName": "AWS", 
  "Region": "us-east-2", 
  "GeneratorId": "arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/
rule/2.7", 
  "AwsAccountId": "123456789012", 
  "Types": [ 
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/CIS AWS 
 Foundations Benchmark" 
  ], 
  "FirstObservedAt": "2020-08-29T04:10:06.337Z", 
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  "LastObservedAt": "2021-09-28T16:10:05.350Z", 
  "CreatedAt": "2020-08-29T04:10:06.337Z", 
  "UpdatedAt": "2021-09-28T16:10:00.087Z", 
  "Severity": { 
    "Product": 40, 
    "Label": "MEDIUM", 
    "Normalized": 40, 
    "Original": "MEDIUM" 
  }, 
  "Title": "2.7 Ensure CloudTrail logs are encrypted at rest using KMS CMKs", 
  "Description": "AWS Key Management Service (KMS) is a managed service that helps create 
 and control the encryption keys used to encrypt account data, and uses Hardware Security 
 Modules (HSMs) to protect the security of encryption keys. CloudTrail logs can be 
 configured to leverage server side encryption (SSE) and KMS customer created master keys 
 (CMK) to further protect CloudTrail logs. It is recommended that CloudTrail be configured 
 to use SSE-KMS.", 
  "Remediation": { 
    "Recommendation": { 
      "Text": "For directions on how to correct this issue, consult the AWS Security Hub 
 controls documentation.", 
      "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/remediation" 
    } 
  }, 
  "ProductFields": { 
    "StandardsGuideArn": "arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.2.0", 
    "StandardsGuideSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-
east-2:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0", 
    "RuleId": "2.7", 
    "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/
remediation", 
    "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-cloud-trail-encryption-enabled-fe95bf3f", 
    "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule", 
    "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:control/cis-aws-
foundations-benchmark/v/1.2.0/2.7", 
    "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub", 
    "aws/securityhub/CompanyName": "AWS", 
    "Resources:0/Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/AWSMacieTrail-DO-
NOT-EDIT", 
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-2::product/aws/securityhub/
arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.2.0/2.7/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" 
  }, 
  "Resources": [ 
    { 
      "Type": "AwsCloudTrailTrail", 
      "Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/AWSMacieTrail-DO-NOT-EDIT", 
      "Partition": "aws", 
      "Region": "us-east-2" 
    } 
  ], 
  "Compliance": { 
    "Status": "FAILED", 
    "SecurityControlId": "CloudTrail.2", 
    "AssociatedStandards": [{ 
      "StandardsId": "ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0" 
    }] 
  }, 
  "WorkflowState": "NEW", 
  "Workflow": { 
    "Status": "NEW" 
  }, 
  "RecordState": "ACTIVE", 
  "FindingProviderFields": { 
    "Severity": { 
      "Label": "MEDIUM", 
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      "Original": "MEDIUM" 
    }, 
    "Types": [ 
      "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/CIS AWS 
 Foundations Benchmark" 
    ] 
  }
}

CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 におけるコントロール 3.7 のサンプル結果

{ 
  "SchemaVersion": "2018-10-08", 
  "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.4.0/3.7/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub", 
  "ProductName": "Security Hub", 
  "CompanyName": "AWS", 
  "Region": "us-east-1", 
  "GeneratorId": "cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/3.7", 
  "AwsAccountId": "123456789012", 
  "Types": [ 
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/CIS AWS 
 Foundations Benchmark" 
  ], 
  "FirstObservedAt": "2022-10-21T22:14:48.913Z", 
  "LastObservedAt": "2022-12-22T22:24:56.980Z", 
  "CreatedAt": "2022-10-21T22:14:48.913Z", 
  "UpdatedAt": "2022-12-22T22:24:52.409Z", 
  "Severity": { 
    "Product": 40, 
    "Label": "MEDIUM", 
    "Normalized": 40, 
    "Original": "MEDIUM" 
  }, 
  "Title": "3.7 Ensure CloudTrail logs are encrypted at rest using KMS CMKs", 
  "Description": "AWS CloudTrail is a web service that records AWS API calls for an account 
 and makes those logs available to users and resources in accordance with IAM policies. 
 AWS Key Management Service (KMS) is a managed service that helps create and control the 
 encryption keys used to encrypt account data, and uses Hardware Security Modules (HSMs) 
 to protect the security of encryption keys. CloudTrail logs can be configured to leverage 
 server side encryption (SSE) and AWS KMS customer created master keys (CMK) to further 
 protect CloudTrail logs. It is recommended that CloudTrail be configured to use SSE-KMS.", 
  "Remediation": { 
    "Recommendation": { 
      "Text": "For directions on how to correct this issue, consult the AWS Security Hub 
 controls documentation.", 
      "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/remediation" 
    } 
  }, 
  "ProductFields": { 
    "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:::standards/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.4.0", 
    "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0", 
    "ControlId": "3.7", 
    "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/
remediation", 
    "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-cloud-trail-encryption-enabled-855f82d1", 
    "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule", 
    "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:control/cis-aws-
foundations-benchmark/v/1.4.0/3.7", 
    "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub", 
    "aws/securityhub/CompanyName": "AWS", 
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    "Resources:0/Id": "arn:aws:cloudtrail:us-west-2:123456789012:trail/AWSMacieTrail-DO-
NOT-EDIT", 
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub/
arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.4.0/3.7/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" 
  }, 
  "Resources": [ 
    { 
      "Type": "AwsCloudTrailTrail", 
      "Id": "arn:aws:cloudtrail:us-west-2:123456789012:trail/AWSMacieTrail-DO-NOT-EDIT", 
      "Partition": "aws", 
      "Region": "us-east-1" 
    } 
  ], 
  "Compliance": { 
    "Status": "FAILED", 
    "RelatedRequirements": [ 
      "CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/3.7" 
    ], 
    "SecurityControlId": "CloudTrail.2", 
    "AssociatedStandards": [{ 
      "StandardsId": "standards/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0" 
    }] 
  }, 
  "WorkflowState": "NEW", 
  "Workflow": { 
    "Status": "NEW" 
  }, 
  "RecordState": "ACTIVE", 
  "FindingProviderFields": { 
    "Severity": { 
      "Label": "MEDIUM", 
      "Original": "MEDIUM" 
    }, 
    "Types": [ 
      "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/CIS AWS 
 Foundations Benchmark" 
    ] 
  }
}

サービスマネージドスタンダードでの CT.CloudTrail.2 のサンプル結果: AWS Control Tower

Note

この規格を利用できるのは、AWS Control Tower で規格を作成した AWS Control Tower 
ユーザーだけです。詳細については、「サービスマネージドスタンダード: AWS Control 
Tower (p. 716)」を参照してください。

{ 
  "SchemaVersion": "2018-10-08", 
  "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/service-managed-aws-
control-tower/v/1.0.0/CloudTrail.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub", 
  "ProductName": "Security Hub", 
  "CompanyName": "AWS", 
  "Region": "us-east-1", 
  "GeneratorId": "service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/CloudTrail.2", 
  "AwsAccountId": "123456789012", 
  "Types": [ 
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards" 
  ], 
  "FirstObservedAt": "2022-11-17T01:25:30.296Z", 
  "LastObservedAt": "2022-11-17T01:25:45.805Z", 
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  "CreatedAt": "2022-11-17T01:25:30.296Z", 
  "UpdatedAt": "2022-11-17T01:25:30.296Z", 
  "Severity": { 
    "Product": 40, 
    "Label": "MEDIUM", 
    "Normalized": 40, 
    "Original": "MEDIUM" 
  }, 
  "Title": "CT.CloudTrail.2 CloudTrail should have encryption at-rest enabled", 
  "Description": "This AWS control checks whether AWS CloudTrail is configured to use the 
 server side encryption (SSE) AWS Key Management Service (AWS KMS) customer master key 
 (CMK) encryption. The check will pass if the KmsKeyId is defined.", 
  "Remediation": { 
    "Recommendation": { 
      "Text": "For information on how to correct this issue, consult the AWS Security Hub 
 controls documentation.", 
      "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/remediation" 
    } 
  }, 
  "ProductFields": { 
    "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:::standards/service-managed-aws-control-tower/
v/1.0.0", 
    "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0", 
    "ControlId": "CT.CloudTrail.2", 
    "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/
remediation", 
    "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-cloud-trail-encryption-enabled-fe95bf3f", 
    "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule", 
    "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:control/service-
managed-aws-control-tower/v/1.0.0/CloudTrail.2", 
    "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub", 
    "aws/securityhub/CompanyName": "AWS", 
    "Resources:0/Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/AWSMacieTrail-DO-
NOT-EDIT", 
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub/
arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/service-managed-aws-control-tower/
v/1.0.0/CloudTrail.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" 
  }, 
  "Resources": [ 
    { 
      "Type": "AwsAccount", 
      "Id": "AWS::::Account:123456789012", 
      "Partition": "aws", 
      "Region": "us-east-1" 
    } 
  ], 
  "Compliance": { 
    "Status": "FAILED", 
    "SecurityControlId": "CloudTrail.2", 
    "AssociatedStandards": [{ 
      "StandardsId": "standards/service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0" 
    }] 
  }, 
  "WorkflowState": "NEW", 
  "Workflow": { 
    "Status": "NEW" 
  }, 
  "RecordState": "ACTIVE", 
  "FindingProviderFields": { 
    "Severity": { 
      "Label": "MEDIUM", 
      "Original": "MEDIUM" 
    }, 
    "Types": [ 
      "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards" 
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    ] 
  }
}

統合統制結果をオンにした場合のサンプル結果
これは、統合統制結果を有効にした場合に、Security Hub が CloudTrail.2 に対してさまざまな標準で生成
する 1 つの結果の一例です。

{ 
  "SchemaVersion": "2018-10-08", 
  "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:security-control/CloudTrail.2/finding/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2::product/aws/securityhub", 
  "ProductName": "Security Hub", 
  "CompanyName": "AWS", 
  "Region": "us-east-2", 
  "GeneratorId": "security-control/CloudTrail.2", 
  "AwsAccountId": "123456789012", 
  "Types": [ 
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards" 
  ], 
  "FirstObservedAt": "2022-10-06T02:18:23.076Z", 
  "LastObservedAt": "2022-10-28T16:10:06.956Z", 
  "CreatedAt": "2022-10-06T02:18:23.076Z", 
  "UpdatedAt": "2022-10-28T16:10:00.093Z", 
  "Severity": { 
    "Label": "MEDIUM", 
    "Normalized": "40", 
    "Original": "MEDIUM" 
  }, 
  "Title": "CloudTrail should have encryption at-rest enabled", 
  "Description": "This AWS control checks whether AWS CloudTrail is configured to use the 
 server side encryption (SSE) AWS Key Management Service (AWS KMS) customer master key 
 (CMK) encryption. The check will pass if the KmsKeyId is defined.", 
  "Remediation": { 
    "Recommendation": { 
      "Text": "For directions on how to correct this issue, consult the AWS Security Hub 
 controls documentation.", 
      "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/remediation" 
    } 
  }, 
  "ProductFields": { 
    "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-cloud-trail-encryption-enabled-fe95bf3f", 
    "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule", 
    "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub", 
    "aws/securityhub/CompanyName": "AWS", 
    "Resources:0/Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/AWSMacieTrail-DO-
NOT-EDIT", 
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-2::product/aws/securityhub/
arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:security-control/CloudTrail.2/finding/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" 
  } 
  "Resources": [ 
    { 
      "Type": "AwsCloudTrailTrail", 
      "Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/AWSMacieTrail-DO-NOT-EDIT", 
      "Partition": "aws", 
      "Region": "us-east-2" 
    } 
  ], 
  "Compliance": { 
    "Status": "FAILED", 
    "RelatedRequirements": [ 

335



AWS Security Hub ユーザーガイド
セキュリティチェックの実行

        "PCI DSS v3.2.1/3.4", 
        "CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/2.7", 
        "CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/3.7" 
    ], 
    "SecurityControlId": "CloudTrail.2", 
    "AssociatedStandards": [ 
       { "StandardsId": "standards/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0"}, 
       { "StandardsId": "standards/pci-dss/v/3.2.1"}, 
       { "StandardsId": "ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0"}, 
       { "StandardsId": "standards/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0"}, 
       { "StandardsId": "standards/service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0"}, 
    ] 
  }, 
  "WorkflowState": "NEW", 
  "Workflow": { 
    "Status": "NEW" 
  }, 
  "RecordState": "ACTIVE", 
  "FindingProviderFields": { 
    "Severity": { 
      "Label": "MEDIUM", 
      "Normalized": "40", 
      "Original": "MEDIUM" 
    }, 
    "Types": [ 
      "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards" 
    ] 
  }
}

AWS Security Hub のセキュリティチェックの実行
方法と使用方法

AWS Security Hub では、有効なコントロールごとにセキュリティチェックを実行します。セキュリティ
チェックによって、リソースがコントロール要件を準拠しているかどうかが特定されます。

一部のチェックは定期的なスケジュールで実行されます。その他のチェックは、リソースの状態が
変更された場合にのみ実行されます。「the section called “セキュリティチェックの実行スケジュー
ル” (p. 338)」を参照してください。

多くのセキュリティチェックでは、AWS Config マネージドルールまたはカスタムルールを使用してコン
プライアンス要件を確立します。これらのチェックを実行するには、AWS Config が有効である必要があ
ります。「the section called “Security Hub がセキュリティチェックを実行するために AWS Config ルール
を使用する方法” (p. 337)」を参照してください。カスタムの Lambda 関数を使用して実行されるチェッ
クもあります。カスタム Lambda 関数は Security Hub によって管理され、お客様には表示されません。

Security Hub では、チェックごとに結果を作成または更新します。「the section called “コントロールの結
果を生成および更新する” (p. 338)」を参照してください。

Security Hub では、結果を使用して、各コントロールおよび標準全体でセキュリティ体制を評価します。
「the section called “コントロールステータスの判定” (p. 345)」および「the section called “標準セキュリ
ティスコアの決定” (p. 346)」を参照してください。

トピック
• Security Hub がセキュリティチェックを実行するために AWS Config ルールを使用する方法 (p. 337)
• セキュリティチェックの実行スケジュール (p. 338)
• コントロールの結果を生成および更新する (p. 338)
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するために AWS Config ルールを使用する方法

• 結果からのコントロールの全体的なステータスの特定 (p. 345)
• セキュリティ標準のセキュリティスコアの決定 (p. 346)

Security Hub がセキュリティチェックを実行するため
に AWS Config ルールを使用する方法
環境のリソースに対してセキュリティチェックを実行するために、AWS Security Hub では、標準で指定さ
れたステップを使用するか、特定の AWS Config ルールを使用します。一部のルールはマネージドルール
であり、AWS Config によって管理されます。その他のルールは、Security Hub によって作成されるカス
タムルールです。

Security Hub がコントロールに使用する AWS Config ルールは、Security Hub サービスによって有効化お
よびコントロールされるため、サービスリンクルールと呼ばれます。

AWS Config ルールでのチェックを有効化するには、Security Hub が有効になっているすべてのアカウン
トで最初に AWS Config を有効にしてから、すべてのリソースのリソース記録を有効にする必要がありま
す。「the section called “AWS Config の有効化” (p. 10)」を参照してください。

Security Hub がサービスリンクルールを生成する方法
AWS Config サービスリンクルールを使用するすべてのコントロールについて、Security Hub では AWS 環
境で必要なルールのインスタンスを作成します。

これらのサービスリンクルールは Security Hub に固有です。同じルールの他のインスタンスがすで
に存在している場合も、これらのサービスリンクルールが作成されます。サービスリンクルールでは
securityhub が元のルール名の前に追加され、一意の識別子がルール名の後に追加されます。例えば、
オリジナルの AWS Config マネージドルール vpc-flow-logs-enabled の場合、サービスリンクルール
名は securityhub-vpc-flow-logs-enabled-12345 のようになります。

AWS Config には、リージョンごとのアカウントあたりのマネージドルールの数のクォータがありま
す。Security Hub によって作成されるサービスリンク AWS Config ルールは、そのクォータにはカウント
されません。アカウントのマネージドルールの AWS Config 制限にすでに達している場合でも、これらの
セキュリティ標準を有効にできます。サービスリンクルールの場合、クォータは 1 リージョンあたりのア
カウントごとに 250 ルールです。これはマネージドルールの AWS Config クォータとは別のものです。

コントロールの AWS Config ルールに関する詳細の表示
AWS Config マネージドルールを使用するコントロールの場合、コントロールの説明には AWS Config 
ルールの詳細へのリンクが含まれます。カスタムルールは、コントロールの説明からはリンクされていま
せん。各標準からのコントロールの説明については、以下を参照してください。

• CIS AWS Foundations Benchmark v.1.2.0 (p. 536)
• CIS AWS Foundations Benchmark v.1.4.0 (p. 592)
• PCI DSS コントロール (p. 654)
• AWS Foundational Security Best Practices コントロール (p. 363)

コントロールから生成された検出結果の場合、結果の詳細には、関連付けられた AWS Config ルールへの
リンクが含まれます。結果の詳細から AWS Config ルールに移動するには、選択したアカウントに、AWS 
Config に移動するための IAM 許可が付与されている必要があります。

[Findings] (結果) ページ、[Insights] (インサイト) ページ、および [Integrations] (統合) ページの結果の詳細
には、AWS Config ルールの詳細への [Rules] (ルール) リンクが含まれます。「the section called “結果の
詳細の表示” (p. 79)」を参照してください。
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コントロールの詳細ページでは、結果リストの [Investigate] (調査) 列に AWS Config ルールの詳細へのリ
ンクが含まれています。「the section called “結果リソースの AWS Config ルールの表示” (p. 360)」を参
照してください。

セキュリティチェックの実行スケジュール
セキュリティ標準が有効にされると、AWS Security Hub は 2 時間以内にすべてのチェックの実行を開始
します。ほとんどのチェックは 25 分以内に実行開始されます。コントロールのチェックの最初の実行が
完了するまで、ステータスは [No data] (データなし) です。

新しい標準を有効にすると、Security Hub が他の有効な標準で有効になっているコントロールと同じ 
AWS Config サービスリンクルールを使用するコントロールの検出結果を生成するまでに、最大 18 時間
かかる場合があります。例えば、AWS の基本的なセキュリティのベストプラクティス (FSBP) 標準から
Lambda.1 (p. 461) を有効にした場合、Security Hub はサービスリンクルールを作成し、通常は数分で検
出結果を生成します。その後、PCI DSS から PCI.Lambda.1 (p. 689) を有効にすると、Security Hub は 
Lambda.1 と同じサービスリンクルールを使用するため、このコントロールの検出結果を生成するまでに
最大 18 時間かかる場合があります。

最初のチェックの後、各コントロールのスケジュールは、定期的に実行されるか、変更によってトリガー
されます。

• 定期的なチェックは、最後の実行から 12 時間または 24 時間以内に自動的に実行されます。周期は 
Security Hub によって決定され、変更はできません。定期的なコントロールは、実行時の評価をキャプ
チャします。

• 変更によってトリガーされるチェックは、関連付けられたリソースの状態が変更されたときに実行され
ます。リソースの状態が変わらない場合でも、変更によってトリガーされるチェックの更新時刻は 18 
時間ごとに更新されます。これは、コントロールがまだ有効であることを知るのに便利です。

一般的に、Security Hub は、可能な限り、チェックが変更によってトリガーされるルールを使用します。
チェックが変更によってトリガーされるルールをリソースで使用するには、AWS Config 設定項目がサ
ポートされている必要があります。

マネージド AWS Config ルールに基づいているコントロールの場合、コントロールの説明に「AWS Config 
開発者ガイド」のルールの説明へのリンクが含まれています。この説明には、ルールが変更によってトリ
ガーされるか、定期的に実行されるかについての記述が含まれます。

Security Hub カスタム Lambda 関数を使用するチェックは、常に定期的に実行されます。

コントロールの結果を生成および更新する
AWS Security Hub は、セキュリティコントロールのルールに照らしてチェックを実行することによって
結果を生成します。これらの結果は、AWS Security Finding 形式 (ASFF) を使用しています。結果のサイ
ズが最大 240 KB を超えると、Resource.Details オブジェクトが削除されます。AWS Config ルールを
使用するコントロールの結果の場合、AWS Config コンソールでリソースの詳細を表示することができま
す。

Security Hub は通常、コントロールのセキュリティチェックごとに課金されます。ただし、複数のコント
ロールで同じ AWS Config ルールが使用される場合、Security Hub は AWS Configルールでのチェックご
とに 1 回だけ課金されます。チェックに基づいて、コントロールごとに個別の結果を生成されます。

例えば、AWS Config ルール iam-password-policy が Center for Internet Security (CIS) AWS 
Foundations Benchmark の複数のコントロール、および AWS Foundational Security Best Practices 
(FSBP) の IAM.7 によって使用されるとします。Security Hub がその AWS Config ルールでチェックを実
行するたびに、関連するコントロールごとに個別の結果が生成されますが、チェックに対して課金される
のは 1 回だけです。
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コントロールの結果の Compliance 詳細
コントロールのセキュリティチェックによって生成された結果の場合、AWS Security Finding 形式 
(ASFF) の Compliance (p. 138) フィールドには、コントロール関連の結果の詳細が含まれていま
す。Compliance (p. 138) フィールドに含まれている情報は次のとおりです。

RelatedRequirements

コントロールに関連する要件のリストです。これらは、Payment Card Industry Data Security 
Standard など、コントロールに関するサードパーティのセキュリティフレームワークの要件です。

Status

特定のコントロールに対して Security Hub によって実行された最新のチェックの結果です。前回の
チェックの結果は 90 日間、アーカイブされた状態で保持されます。

StatusReasons

Compliance.Status の値の理由のリストが含まれています。StatusReasons には、理由ごとの理
由コードと説明が示されます。

次の表に、使用可能な状況の理由コードと説明を示します。理由コードの修正手順は、どのコントロール
がその理由コードを使って結果を生成したかによって異なります。FSBP コントロールの修復手順につい
ては、the section called “AWS Foundational Security Best Practices コントロール” (p. 363) を参照して
ください。

理由コード Compliance.Status 説明

CLOUDTRAIL_METRIC_FILTER_NOT_VALIDFAILED マルチリージョンの CloudTrail 追跡に有
効なメトリクスフィルターが設定されて
いません。

CLOUDTRAIL_METRIC_FILTERS_NOT_PRESENTFAILED マルチリージョンの CloudTrail 追跡用の
メトリクスフィルターがありません。

CLOUDTRAIL_MULTI_REGION_NOT_PRESENTFAILED アカウントに、必要な設定のマルチリー
ジョンの CloudTrail 追跡が存在しませ
ん。

CLOUDTRAIL_REGION_INVAILD WARNING マルチリージョンの CloudTrail 追跡が現
在のリージョンに存在しません。

CLOUDWATCH_ALARM_ACTIONS_NOT_VALIDFAILED 有効なアラームアクションが存在しませ
ん。

CLOUDWATCH_ALARMS_NOT_PRESENT FAILED CloudWatch アラームがアカウントに存
在しません。

CONFIG_ACCESS_DENIED NOT_AVAILABLE

AWS Config 
ステータスが
ConfigError

AWS Config のアクセスが拒否されまし
た。

AWS Config が有効で、十分な許可が付
与されていることを確認します。

CONFIG_EVALUATIONS_EMPTY PASSED AWS Config によって、ルールに基づい
てリソースが評価されました。

ルールがスコープ内の AWS リソースに
適用されなかったか、指定したリソース
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理由コード Compliance.Status 説明
が削除されたか、または評価結果が削除
されました。

CONFIG_RETURNS_NOT_APPLICABLE NOT_AVAILABLE AWS Config によって返されたステータ
スが Not Applicable であるため、コンプ
ライアンス状況は NOT_AVAILABLE で
す。

AWS Config では、ステータスの理由
は提供されません。ステータスが Not 
Applicable である理由は、以下のように
考えられます。

• リソースが AWS Config ルールのス
コープから除外された。

• AWS Config ルールが削除されまし
た。

• リソースが削除された。
• AWS Config ルールロジックによって

Not Applicable ステータスが生成され
る可能性がある。

CONFIG_RULE_EVALUATION_ERROR NOT_AVAILABLE

AWS Config 
ステータスが
ConfigError

この理由コードは、いくつかの異なる種
類の評価エラーに使用されます。

説明には、具体的な理由の情報が含まれ
ます。

エラーの種類は、次のいずれかになりま
す。

• 許可が不足しているため、評価を実行
できない。説明には、欠落している特
定の許可が含まれます。

• パラメータの値が欠落しているか、無
効。説明には、パラメータとパラメー
タ値の要件が含まれます。

• S3 バケットからの読み取り中のエ
ラー。説明では、バケットが識別さ
れ、特定のエラーが表示されます。

• AWS サブスクリプションが欠落して
いる。

• 評価の一般的なタイムアウト。
• 停止中のアカウント。

CONFIG_RULE_NOT_FOUND NOT_AVAILABLE

AWS Config 
ステータスが
ConfigError

AWS Config ルールが作成中です。

INTERNAL_SERVICE_ERROR NOT_AVAILABLE 不明なエラーが発生しました。

LAMBDA_CUSTOM_RUNTIME_DETAILS_NOT_AVAILABLEFAILED Security Hub が カスタム Lambda ラン
タイムのチェックを実行できません。
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理由コード Compliance.Status 説明

S3_BUCKET_CROSS_ACCOUNT_CROSS_REGIONWARNING このルールに関連付けられた S3 バケッ
トが別のリージョンまたはアカウントに
あるため、結果が WARNING 状態になっ
ています。

このルールは、クロスリージョンまたは
クロスアカウントのチェックをサポート
していません。

このリージョンまたはアカウントでは、
このコントロールを無効にすることをお
勧めします。リソースがあるリージョン
またはアカウントでのみ実行します。

SNS_SUBSCRIPTION_NOT_PRESENT FAILED CloudWatch Logs メトリクスフィル
ターに有効な Amazon SNS サブスクリ
プションが含まれていません。

SNS_TOPIC_CROSS_ACCOUNT WARNING 結果が WARNING 状態です。

このルールに関連付けられた SNS ト
ピックは、別のアカウントによって所有
されています。現在のアカウントでは、
サブスクリプション情報を取得できませ
ん。

SNS トピックを所有するアカ
ウントは、SNS トピックへの
sns:ListSubscriptionsByTopic 許
可を現在のアカウントに付与する必要が
あります。

SNS_TOPIC_CROSS_ACCOUNT_CROSS_REGIONWARNING このルールに関連付けられた SNS ト
ピックが別のリージョンまたはアカウン
トにあるため、結果が WARNING 状態で
す。

このルールは、クロスリージョンまたは
クロスアカウントのチェックをサポート
していません。

このリージョンまたはアカウントでは、
このコントロールを無効にすることをお
勧めします。リソースがあるリージョン
またはアカウントでのみ実行します。

SNS_TOPIC_INVALID FAILED このルールに関連付けられている SNS 
トピックが無効です。

THROTTLING_ERROR NOT_AVAILABLE 関連する API オペレーションが許可さ
れたレートを超えました。
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コントロールの結果の ProductFields 詳細
Security Hub がセキュリティチェックを実行して統制結果を生成する場合、ASFF の ProductFields 属
性には次のフィールドが含まれます。

ArchivalReasons:0/Description

Security Hub が既存の結果をアーカイブした理由について説明します。

例えば、統制または標準を無効にしたり、統合統制結果 (p. 276)を有効または無効にしたりする
と、Security Hub は既存の結果をアーカイブします。

ArchivalReasons:0/ReasonCode

Security Hub が既存の結果をアーカイブした理由を示します。

例えば、統制または標準を無効にしたり、統合統制結果 (p. 276)を有効または無効にしたりする
と、Security Hub は既存の結果をアーカイブします。

StandardsGuideArn または StandardsArn

コントロールに関連付けられた標準の ARN。

CIS AWS Foundations Benchmark 標準の場合は、フィールドは StandardsGuideArn です。

PCI DSS および AWS Foundational Security Best Practices 標準の場合は、フィールドは
StandardsArn です。

StandardsGuideSubscriptionArn または StandardsSubscriptionArn

標準へのアカウントのサブスクリプションの ARN。

CIS AWS Foundations Benchmark 標準の場合は、フィールドは
StandardsGuideSubscriptionArn です。

PCI DSS および AWS Foundational Security Best Practices 標準の場合は、フィールドは
StandardsSubscriptionArn です。

RuleId または ControlId

コントロールの識別子。

CIS AWS Foundations Benchmark 標準の場合は、フィールドは RuleId です。

PCI DSS および AWS Foundational Security Best Practices 標準の場合は、フィールドは ControlId
です。

RecommendationUrl

コントロールの修復情報の URL。
RelatedAWSResources:0/name

結果に関連付けられたリソースの名前。
RelatedAWSResource:0/type

コントロールに関連付けられたリソースのタイプ。
StandardsControlArn

コントロールの ARN。
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aws/securityhub/ProductName

コントロールベースの結果の場合、製品名は Security Hub になります。
aws/securityhub/CompanyName

コントロールベースの結果の場合は、会社名は AWS です。
aws/securityhub/annotation

コントロールによって検出された問題の説明。
aws/securityhub/FindingId

結果の識別子。

コントロール結果への重要度の割り当て
Security Hub コントロールに割り当てられる重要度は、コントロールの重要性を特定します。コントロー
ルの重要度により、コントロールの結果に割り当てられる重要度ラベルが決まります。

重要度の基準

コントロールの重要度は、以下の基準の評価に基づいて決定されます:

• 脅威アクターがコントロールに関連する設定の弱点を利用する際の難易度

この難易度は、弱点を利用して脅威シナリオを実行するために必要な洗練度または複雑さの度合いに
よって決まります。

• 弱点が AWS アカウントまたはリソースの侵害につながる可能性

AWS アカウントまたはリソースの侵害とは、お客様のデータまたは AWS インフラストラクチャの機密
性、完全性、可用性が何らかの形で損害を受けたことを意味します。

侵害の可能性とは、脅威シナリオが AWS サービスまたはリソースの中断または侵害につながる可能性
を示します。

例えば、次の設定の弱点について検討します。

• ユーザーアクセスキーが 90 日ごとにローテーションされません。
• IAM ルートユーザーキーが存在します。

どちらの弱点も、攻撃者が悪用する際の難易度は同程度です。両方の弱点とも、攻撃者は認証情報の盗難
やその他の方法を使用してユーザーキーを取得します。その後、このユーザーキーを使用して、許可され
ない方法でリソースにアクセスします。

ただし、脅威アクターによって取得されたアクセスキーがルートユーザーのものである場合、よりアクセ
ス性が高いため、侵害の可能性はより高くなります。この結果、ルートユーザーキーの弱点は、重要度が
高くなります。

重要度では、基になるリソースの重大度は考慮されていません。重大度は、結果に関連付けられているリ
ソースの重要性の程度として定義されます。例えば、ミッションクリティカルなアプリケーションに関連
付けられているリソースは、非本番稼働用テストに関連付けられたリソースより重大度が高くなります。
リソースの重大度情報を取得するには、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の Criticality フィールド
を使用します。

次の表に、悪用行為の難易度と、セキュリティラベルが侵害される可能性を示します。
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侵害の可能性が非
常に高い

侵害の可能性が高
い

侵害の可能性が低
い

侵害の可能性が非
常に低い

悪用行為が非常に
簡単

重大 重大 高 中

悪用行為がやや簡
単

重大 高 中 中

悪用行為がやや難
しい

高 中 中 低

悪用行為が非常に
難しい

中 中 低 低

重要度の定義

重要度ラベルは次のように定義されています。

重大 - この問題は、さらに悪化しないように直ちに修復する必要があります。

例えば、公開された S3 バケットは重大な重要度の結果と考えられます。非常に多くのアクターに
よって、公開された S3 バケットがスキャンされるため、公開された S3 バケット内のデータは、他者
によって発見およびアクセスされる可能性があります。

一般に、パブリックにアクセス可能なリソースは、セキュリティ上の重大な問題と見なされます。重
大な結果への対応は、緊急性が最も高くなります。また、リソースの重大度も考慮する必要がありま
す。

高 - この問題は短期的な優先事項として対処する必要があります。

例えば、デフォルトの VPC セキュリティグループがインバウンドおよびアウトバウンドトラフィック
に対して開かれている場合、重要度が高いと考えられます。脅威アクターがこの方法を使用して VPC 
を侵害することは、やや簡単であるためです。また、脅威アクターが VPC 内に侵入すると、リソース
を中断または流出させる可能性があります。

Security Hub では、重要度の高い結果を短期的な優先事項として扱うことを推奨しています。すぐに
修復手順を実行する必要があります。また、リソースの重大度も考慮する必要があります。

中 - この問題は、中期的な優先事項として対処する必要があります。

例えば、転送中のデータの暗号化が欠如している場合、重要度が中程度の結果と考えられます。高度
な中間者攻撃では、この弱点を悪用することになります。つまり、やや難しい攻撃手法です。脅威シ
ナリオが成功すると、一部のデータが侵害される可能性があります。

Security Hub では、できるだけ早く、関連するリソースを調査することを推奨しています。また、リ
ソースの重大度も考慮する必要があります。

低 - この問題には、独自のアクションは必要ありません。

例えば、フォレンジック情報の収集に失敗した場合、重要度が低いと考えられます。この管理は将来
の侵害を防ぐのに役立ちますが、フォレンジックが実行されない限り、侵害に直接つながりません。

重要度の低い結果については、すぐにアクションを実行する必要はありませんが、他の問題と相関関
係がある場合は、コンテキストを入手できます。

情報 - 設定の弱点は見つかりませんでした。

つまり、ステータスは PASSED、WARNING、または NOT AVAILABLE です。
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推奨されるアクションはありません。通知目的の結果は、顧客が準拠状態であることを実証するのに
役立ちます。

コントロールの結果を更新するためのルール
特定のルールで後続のチェックを行うと、新しい結果が生成される場合があります。例えば、「ルート
ユーザーの使用を避ける」のステータスが FAILED から PASSED に変更される場合があります。この場
合、最新の結果を含む新しい結果が生成されます。

指定されたルールで行われた後続のチェックで結果が生成され、その結果が現在の結果と同じ場合、既存
の結果が更新されます。新しい結果は生成されません。

Security Hub では、関連付けられたリソースが削除されたか、リソースが存在しないか、コントロールが
無効になっている場合、コントロールから結果を自動的にアーカイブします。関連付けられたサービスが
現在使用されていないため、リソースがすでに存在しない可能性もあります。結果は、次のいずれかの基
準に基づいて自動的にアーカイブされます:

• 結果が 3～5 日間更新されていません (これはベストエフォートであり、保証されません)。
• 関連付けられた AWS Config 評価によって NOT_APPLICABLE が返された。

結果からのコントロールの全体的なステータスの特定
Security Hub では、各コントロールの結果の Compliance.Status 値を使用して、全体的なコントロー
ルステータスを特定します。全体的なステータスは、標準のコントロールリストとコントロールの詳細
ページに表示されます。

管理者アカウントの場合、コントロールステータスには管理者アカウントとすべてのメンバーアカウント
の両方で集約されたステータスが反映されます。集約リージョンを設定すると、集約リージョンのコン
トロールステータスには、リンクされているすべてのリージョンのコントロールステータスが反映されま
す。具体的には、コントロールの総合的ステータスは、少なくとも 1 つのアカウントおよびリンクされた
リージョンでコントロールに 1 つ以上の失敗した結果がある場合、[Failed] (失敗) と表示されます。

Security Hub は通常、Security Hub コンソールの [Summary] (概要) ページまたは [Security standards] (セ
キュリティ標準) ページへの最初のアクセスから 30 分以内に最初のコントロールステータスを生成しま
す。ステータスは、これらのページにアクセスしたときに有効になっているコントロールでのみ使用でき
ます。UpdateStandardsControl API オペレーションを使用して、コントロールを有効または無効にし
ます。また、コントロールステータスを表示するには、AWS Config リソースレコードを設定する必要が
あります。最初のコントロールステータスが生成された後、Security Hub は、過去 24 時間の結果に基づ
き、24 時間おきにコントロールステータスを更新します。Security Hub は、コントロールステータスが最
後に更新された日時を示すタイムスタンプをコントロールの詳細ページに表示します。

Note

有効にしてから、最初のコントロールステータスのコントロールが中国リージョンと AWS 
GovCloud (US) Region で生成されるまで、最大で 24 時間かかります。

Compliance.Status の値
各検出結果の Compliance.Status には、以下のいずれかの値が割り当てられます。

• PASSED - Security Hub の Workflow.Status が RESOLVED に自動的に設定されます。

結果の Compliance.Status が PASSED から FAILED、WARNING、または NOT_AVAILABLE に
変更され、Workflow.Status が NOTIFIED または RESOLVED の場合、Security Hub は自動的に
Workflow.Status を NEW に設定します。

• FAILED — コントロールがこの結果のセキュリティチェックに合格しなかったことを示します。
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• WARNING - チェックが完了しても、リソースが PASSED または FAILED 状態であるかどうかを Security 
Hub が判断できないことを示します。

• NOT_AVAILABLE - サーバー障害があるか、リソースが削除されたか、AWS Config 評価の結果が
NOT_APPLICABLE であったため、チェックを完了できないことを示します。

AWS Config 評価結果が NOT_APPLICABLE だった場合、結果は Security Hub により自動的にアーカイ
ブされます。

コントロールステータスの値
Security Hub は、コントロール検出結果のコンプライアンス状況を使用して、全体的なコントロールス
テータスを計算します。全体的なステータスが計算されると、Security Hub は、Workflow.Status が
SUPPRESSED である結果を無視します。

全体的なコントロールステータスに使用できる値は次のとおりです。

• 成功 - すべての結果において Compliance.Status が PASSED であることを示します。
• 失敗 - 少なくとも 1 つの結果において Compliance.Status が FAILED であることを示します。
• 不明 - 少なくとも 1 つの結果の Compliance.Status が WARNING または NOT_AVAILABLE であるこ

とを示します。FAILED である結果はありません。
• データなし - コントロールの結果がないことを示します。例えば、新しいコントロールのステータス

は、結果が生成されるまではこのステータスです。すべての結果が SUPPRESSED の場合、コントロール
はこのステータスになります。

• [Disabled] (無効) - 現在のアカウントとリージョンでコントロールが無効になっていることを示します。
これは、このアカウントとリージョンでは、現在このコントロールに対してセキュリティチェックが実
行されていないことを意味します。ただし、無効になっているコントロールには、無効になった後、最
大 24 時間 Compliance.Status に値がある場合があります。

セキュリティ標準のセキュリティスコアの決定
[Security standards] (セキュリティ標準) ページで、Security Hub は有効な標準別に 0〜100% のセキュリ
ティスコアを表示します。[Summary] (概要) ページには、すべての有効な標準の全体的なセキュリティス
コアも表示されます。

Security Hub を有効にすると、Security Hub は、Security Hub コンソールの [Summary] (概要) ペー
ジまたは [Security standards] (セキュリティ標準) ページへの最初のアクセスから 30 分以内に最初
の標準のセキュリティスコアを計算します。スコアは、これらのページにアクセスしたときに有
効になっている標準に対してのみ生成されます。現在有効になっている標準のリストを表示するに
は、GetEnabledStandards API オペレーションを使用します。また、スコアを表示するには、AWS 
Config リソースレコードを設定する必要があります。全体的なセキュリティスコアは、標準のセキュリ
ティスコアの平均値です。

最初のスコア生成の後、Security Hub はセキュリティスコアを 24 時間毎に更新します。Security Hub に
は、セキュリティスコアが最後に更新されたときの時刻が表示されます。

Note

中国リージョンおよび AWS GovCloud (US) Region では、最初のセキュリティスコアが作成され
るまで、最大 24 時間かかる場合があります。

セキュリティスコアの計算方法
セキュリティスコアは、有効になっているコントロールのうち、合格の状態にあるコントロールの割合を
示します。スコアはパーセンテージで表示されます。例えば、標準に対して 10 個のコントロールが有効
になっており、そのうち 7 個が合格である場合、セキュリティスコアは 70% になります。
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お使いのアカウントが管理者アカウントである場合、セキュリティスコアでは、すべてのメンバーアカウ
ントのコントロール結果が考慮されます。

集約リージョンを設定している場合、総合的なセキュリティスコアは、リンクされたすべてのリージョン
の結果を考慮した集約スコアとなります。同様に、それぞれの標準のセキュリティスコアは、リンクされ
たすべてのリージョンにある標準に関連付けられた結果を考慮した集約スコアとなります。アカウントが
管理者アカウントである場合、セキュリティスコアは、すべてのメンバーアカウントおよびすべてのリー
ジョンを考慮したものになります。

セキュリティスコアの計算では、有効になっているコントロールのうち、結果がない (全体のステータス
がデータなしである) コントロールを無視します。たとえば、標準で 12 のコントロールが有効になってい
る場合で、これらのコントロールのうち 6 つが合格状態であり 2 つのコントロールが [No data] (データな
し) の場合は、計算では [No data] (データなし) のコントロールが省略されるため、セキュリティスコアは 
60% になります。

管理者アカウントのセキュリティスコア
管理者アカウントの場合、総合的なセキュリティスコアと特定の標準のセキュリティスコアは、管理者ア
カウントとすべてのメンバーアカウントの両方を集約したスコアとなります。

集約リージョンを設定している場合のセキュリティスコア
集約リージョンを設定している場合、総合的なセキュリティスコアと各標準のセキュリティスコアには、
リンクされているすべてのリージョンの結果が反映されます。お使いのアカウントが管理者アカウントで
ある場合、セキュリティスコアには、すべてのメンバーアカウントも考慮されます。

概要ページのセキュリティスコア
[Summary] (概要) ページの [Security standards] (セキュリティ標準) カードに、有効な標準別にセキュリ
ティスコアが表示されます。また、すべての有効な標準で、有効なコントロールに対する合格したコント
ロールの割合を表す統合セキュリティスコアも表示されます。

セキュリティ標準の表示と管理
セキュリティ標準は、規制フレームワーク、業界のベストプラクティス、または企業ポリシーのコンプラ
イアンスを判断するための一連の関連したコントロールを提供するものです。

Security Hub の標準では、コントロールのリストが表示され、アカウントの標準を有効または無効にする
かどうかを決定できます。標準の全体的なセキュリティスコアも確認できます。

管理者アカウントには、そのメンバーアカウント全体の、集約されたセキュリティスコアとコントロール
ステータスが表示されます。集約リージョンから標準を表示すると、標準のセキュリティスコアには、
リンクされているすべてのリージョンの、コントロールのコンプライアンスステータスが統合されていま
す。

使用可能な標準とコントロールのリストについては、「the section called “使用可能な標準” (p. 361)」を
参照してください。

標準内の個々のコントロールを管理する方法については、「the section called “コントロールの表示と管
理” (p. 353)」を参照してください。

トピック
• セキュリティ標準の無効化または有効化 (p. 348)
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• 標準の詳細の表示 (p. 350)

セキュリティ標準の無効化または有効化
Security Hub でサポートされている各セキュリティ標準を、無効にまたは有効にすることができます。一
部のセキュリティ標準はデフォルトで有効化されていますが、自動で有効化された標準はオプトアウトで
きます。

Security Hub はリージョン別のサービスです。セキュリティ標準を有効または無効にすると、そのセキュ
リティ標準は、現在のリージョンまたは指定したリージョンでのみ有効または無効になります。

セキュリティ標準を無効にすると、次のようになります。

• そのコントロールのチェックは実行されなくなります。
• そのコントロールに対して追加の結果は生成されません。
• 既存の結果は 3～5 日後に自動的にアーカイブされます (これはベストエフォートであり保証されないこ

とに注意してください)。
• Security Hub により作成された関連する AWS Config ルールが削除されます。

これは通常、標準を無効にしてから数分以内に発生しますが、時間がかかる場合があります。

AWS Config ルール削除の最初のリクエストが失敗した場合、Security Hub は 12 時間ごとに再試行しま
す。ただし、Security Hub を無効にした場合、または他の標準を有効にしていない場合、Security Hub 
はこのリクエストを再試行できません。つまり、AWS Config ルールは削除できません。この問題が発
生し、AWS Config ルールを削除する必要がある場合は、AWS Support にお問い合わせください。

セキュリティ標準を有効にする前に、AWS Config が有効化済みで、リソースレコードが設定されている
ことを確認してください。「the section called “AWS Config の有効化” (p. 10)」を参照してください。

セキュリティ標準を有効にすると、その標準のすべてのコントロールがデフォルトで有効になります。そ
の後、個々のコントロールを無効にできます。「the section called “個々のコントロールの無効化と有効
化” (p. 356)」を参照してください。

Security Hub を有効にすると、Security Hub は、Security Hub コンソールの [Summary] (概要) ページま
たは [Security standards] (セキュリティ標準) ページへの最初のアクセスから 30 分以内に最初の標準の
セキュリティスコアを計算します。スコアは、これらのページにアクセスしたときに有効になっている
標準に対してのみ生成されます。また、スコアを表示するには、AWS Config リソースレコードを設定す
る必要があります。最初のスコア生成の後、Security Hub はセキュリティスコアを 24 時間毎に更新しま
す。Security Hub には、セキュリティスコアが最後に更新されたときの時刻が表示されます。現在有効に
なっている標準のリストを表示するには、GetEnabledStandards API オペレーションを使用します。

Note

中国リージョンおよび AWS GovCloud (US) Region では、最初のセキュリティスコアが作成され
るまで、最大 24 時間かかる場合があります。

自動的に有効化されるセキュリティ標準
Security Hub は、新しいアカウントのデフォルトのセキュリティ標準を自動的に有効にします。さら
に、AWS Organizations との統合を使用している場合、Security Hub は、新しいメンバーアカウントのデ
フォルトのセキュリティ標準を自動的に有効にします。自動的に有効化された標準はオプトアウトできま
す。

現在、自動的に有効になるデフォルトのセキュリティ標準は、AWS Foundational Security Best Practices 
(FSBP) 標準と Center for Internet Security (CIS) AWS Foundations Benchmark v1.2.0 です。
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自動で有効化された標準をオプトアウトする

以下のオプトアウトステップは、AWS Organizations との統合を使用する場合にのみ適用されます。この
統合を使用しない場合は、Security Hub を最初に有効にするときにデフォルトの標準をオプトアウトする
か、標準を無効にする (p. 349)ためのステップを使用することができます。

自動で有効化された標準をオプトアウトするには (コンソール)

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. 管理者アカウントにログインします。
3. Security Hub のナビゲーションバーで、[Settings] (設定) を選択します。
4. [Accounts] (アカウント) タブで、[Auto-enable standards] (標準を自動的に有効にする) をオフにしま

す。

自動で有効化された標準をオプトアウトするには (Security Hub API、AWS CLI)

• Security Hub API — Security Hub 管理者アカウントから UpdateOrganizationConfiguration
オペレーションを使用します。AutoEnabledStandards パラメータのデフォルト値は、DEFAULT
と等しい値です。新規メンバーアカウントで、自動で有効化された標準をオプトアウトするに
は、AutoEnableStandards をNONE に等しい値に設定します。

• AWS CLI - コマンドラインで update-organization-configuration コマンドを実行します。

aws securityhub update-organization-configuration --auto-enable-standards

セキュリティ標準の無効化
[Security standards] (セキュリティ標準) ページでは、有効な標準それぞれに標準を無効にするオプション
があります。標準を無効にするには、次の手順に従います。

セキュリティ標準を無効化するには (コンソール)

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. 標準を無効にするリージョンで Security Hub を使用していることを確認します。
3. Security Hub ナビゲーションペインで、[Security standards] (セキュリティ標準) を選択します。
4. 無効にする標準に対して、[Disable] (無効化) を選択します。

セキュリティ標準を無効にするには (Security Hub API、AWS CLI)

• Security Hub API - BatchDisableStandards オペレーションを使用します。各標準を無効化するに
は、標準へサブスクリプションの ARN を提供します。有効な標準に対してサブスクリプション ARN を
取得するには、GetEnabledStandards オペレーションを使用します。

• AWS CLI - コマンドラインで batch-disable-standards コマンドを実行します。

aws securityhub batch-disable-standards --standards-subscription-arns <subscription ARN>

例

aws securityhub batch-disable-standards --standards-subscription-arns 
 "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:subscription/aws-foundational-security-best-
practices/v/1.0.0"
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セキュリティ標準の有効化
[Security standards] (セキュリティ標準) ページでは、無効な標準それぞれに標準を有効にするオプション
があります。標準を有効にするには、次の手順に従います。

セキュリティ標準を有効化するには (コンソール)

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. 標準を有効にするリージョンで Security Hub を使用していることを確認します。
3. Security Hub ナビゲーションペインで、[Security standards] (セキュリティ標準) を選択します。
4. 有効にする標準に対して、[Enable] (有効化) を選択します。

セキュリティ標準を有効化するには (Security Hub API、AWS CLI)

• Security Hub API - BatchEnableStandards オペレーションを使用します。有効にする標準を識別す
るには、標準 ARN を提供する必要があります。標準 ARN を取得するには、DescribeStandards オ
ペレーションを使用します。

• AWS CLI - コマンドラインで batch-enable-standards コマンドを実行します。

aws securityhub batch-enable-standards --standards-subscription-requests 
 '{"StandardsArn": "<standard ARN>"}'

例

aws securityhub batch-enable-standards --standards-subscription-requests 
 '{"StandardsArn":"arn:aws:securityhub:us-east-1::standards/aws-foundational-security-
best-practices/v/1.0.0"}'

標準の詳細の表示
標準の詳細ページには、標準のコントロールのリストが含まれています。また、標準の全体スコアも表示
されます。

コントロールのリストを表示およびフィルタリングし、次のアクションを実行できます。

• コントロールを有効または無効にする (p. 356)
• コントロールの詳細を表示する (p. 354) コントロール詳細ページには、コントロールの結果のリスト

が含まれています。「the section called “コントロール結果の表示とアクションの実行” (p. 358)」を参
照してください。

有効化された標準の詳細ページの表示 (コンソール)
[Security standards] (セキュリティ標準) ページから、標準の詳細ページを表示できます。表示できるの
は、有効な標準の詳細のみです。無効な標準の詳細を表示することはできません。

これは管理者アカウントにも当てはまります。個人のアカウントで標準が有効化されていない場合、管理
者アカウントでは、その標準の詳細を表示できません。標準が有効になっているメンバーアカウントのセ
キュリティスコアの合計とステータス情報は表示されません。

有効化されている標準のコントロールのリストを表示するには (コンソール)

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。

350

https://console.aws.amazon.com/securityhub/
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/1.0/APIReference/API_BatchEnableStandards.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/1.0/APIReference/API_DescribeStandards.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/securityhub/batch-enable-standards.html
https://console.aws.amazon.com/securityhub/


AWS Security Hub ユーザーガイド
標準の詳細の表示

2. Security Hub ナビゲーションペインで、[Security standards] (セキュリティ標準) を選択します。
3. 詳細を表示したい標準で、[View results] (結果の表示) を選択します。

標準の詳細ページの情報
詳細ページの上部には、標準の全体スコアが表示されます。スコアは、標準が有効化されている、データ
があるコントロールのうち、合格の状態にあるコントロールの割合を示します。Security Hub は、Security 
Hub コンソールの [Summary] (概要) ページまたは [Security standards] (セキュリティ標準) ページへの最
初のアクセスから 30 分以内に最初のセキュリティスコアを計算します。スコアは、これらのページにア
クセスしたときに有効になっている標準に対してのみ生成されます。現在有効になっている標準のリスト
を表示するには、GetEnabledStandards API オペレーションを使用します。また、スコアを表示するに
は、AWS Config リソースレコードを設定する必要があります。最初のスコア生成の後、Security Hub は
セキュリティスコアを 24 時間毎に更新します。Security Hub には、セキュリティスコアが最後に更新さ
れたときの時刻が表示されます。「the section called “標準セキュリティスコアの決定” (p. 346)」を参照
してください。

Note

中国リージョンおよび AWS GovCloud (US) Region では、最初のセキュリティスコアが作成され
るまで、最大 24 時間かかる場合があります。

全体スコアの横には、コントロールステータスをまとめた図があります。この図には、不合格となったコ
ントロールと合格したコントロールの割合が表示されます。図を一時停止すると、ポップアップに次の情
報が表示されます。

• 重要度ごとの失敗したコントロールの数
• ステータスが [Unknown] (不明) のコントロールの数
• 合格したコントロールの数

詳細ページの下部には、その標準のコントロールのリストがあります。コントロールリストは、コント
ロールの現在の全体的なステータスと、各コントロールに割り当てられた重要度に基づいて整理され、
ソートされます。Security Hub では 24 時間ごとにコントロールステータスが更新されます。各タブのタ
イムスタンプは、コントロールステータスが最後に更新された日時を示します。「the section called “コン
トロールステータスの判定” (p. 345)」を参照してください。

管理者アカウントの場合、スコアとステータスは、管理者アカウントとメンバーアカウントの両方を合わ
せて集計されます。

集約リージョンを設定している場合を除き、[Security standards] (セキュリティ標準) の詳細ページにある
データはすべて現在のリージョンに固有のものとなります。集約リージョンを設定している場合、セキュ
リティスコアは、リンクされているすべてのリージョンの結果を考慮した横断的なものとなります。標準
の詳細ページにあるコントロールのコンプライアンスステータスには、リンクされたリージョンの結果も
反映されており、セキュリティチェックの数には、リンクされたリージョンの結果が含まれています。

コントロールのフィルタリングとソート
標準のコントロールリストでは、コントロールステータスに基づいて、リストの組み込みフィルタリング
がタブを使用して提供されます。ID、タイトル、および重要度に基づいてリストをフィルタリングするこ
ともできます。

[All enabled] (すべて有効) タブには、標準で有効になっているコントロールがすべて一覧表示されます。
管理者アカウントの場合、[All enabled] (すべて有効) には、管理者アカウントまたはメンバーアカウント
のいずれかで有効になっているコントロールが含まれています。

[Failed] (不合格)、[Unknown] (不明)、[No data] (データなし)、および[Passed] (合格) タブでは、[All 
enabled] (すべて有効) タブからのコントロールはそのステータスのコントロールのみを含むようにフィル
タリングされます。
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[Disabled] (無効) タブには、無効なコントロールのリストが含まれます。管理者アカウントの場
合、[Disabled] (無効) タブには、管理者アカウントまたはメンバーアカウントのいずれかで有効になって
いないコントロールが一覧表示されます。

スタンドアロンアカウントおよびメンバーアカウントの場合、有効と無効の双方のコントロールのリスト
がリアルタイムで更新され、どのコントロールが有効になているか、または無効になっているかを確認で
きます。各コントロールの全体的なステータスと、合格したチェックと不合格になったチェックの数は 24 
時間ごとに更新されます。

管理者アカウントの場合、リストを含むすべての情報は 24 時間ごとに更新されます。

各コントロールについて、コントロールリストには次の情報が含まれます。

• コントロールの全体的なステータス (「the section called “コントロールステータスの判定” (p. 345)」
を参照)

• コントロールに関連付けられた重要度
• コントロールの識別子とタイトル
• 不合格となったアクティブな結果の数とアクティブな結果の合計数。該当する場合は、[Failed checks]

(不合格になったチェック) 列に、ステータスが [Unknown] (不明) の結果の数も表示されます。

各タブの組み込みフィルターに加えて、次のフィールドの値を使用してリストをフィルタリングできま
す。

• ステータス
• 重要度
• ID
• [Title] (タイトル)

任意の列を使用して各リストをソートできます。デフォルトでは、[All enabled] (すべて有効) タブは、不
合格になったコントロールがリストの上部に表示されるようにソートされます。これにより、修復が必要
な問題にすぐに焦点を当てることができます。

各ステータス内や他のタブでは、コントロールはデフォルトで重要度の降順でソートされます。言い換え
ると、非常事態のコントロールが最初にあり、次に重要度が高、中、低のコントロールが続きます。

管理者アカウント用の追加タブ
管理者アカウントの場合、最初の 6 つのタブのリストには、管理者アカウントとそのメンバーアカウント
の両方の集約情報が含まれています。例えば、少なくとも 1 つのアカウントでコントロールが有効になっ
ていると、コントロールは [All enabled] (すべて有効) に一覧表示されます。どのアカウントでもコント
ロールが有効でない場合にのみ、[Disabled] (無効) タブにコントロールが一覧表示されます。

これらのタブのすべての情報は 24 時間ごとに更新されます。

管理者アカウントには、次の追加タブも表示されます。

• [Enabled controls for this account] (このアカウントで有効なコントロール) に、管理者アカウントに対し
て有効になっているコントロールが一覧表示されます。

• [Disabled controls for this account] (このアカウントで無効なコントロール) に、管理者アカウントに対し
て無効になっているコントロールが一覧表示されます。

これらのリストは、管理者アカウントによって有効または無効にされたコントロールを反映するようにリ
アルタイムで更新されます。
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コントロールリストのダウンロード
コントロールリストの現在のページを .csv ファイルにダウンロードできます。

コントロールリストをフィルタリングした場合、ダウンロードされたファイルには、フィルターに一致す
るコントロールのみが含まれます。

特定のコントロールをリストから選択した場合、ダウンロードされたファイルにはそのコントロールのみ
が含まれます。

コントロールリストの現在のページ、または現在選択されているコントロールをダウンロードするに
は、[Download] (ダウンロード) を選択します。

有効な標準のコントロールの表示 (Security Hub API、AWS CLI)
有効な標準のコントロールに関する情報を表示するには、API コールまたは AWS Command Line 
Interface を使用します。

有効な標準のコントロールを表示するには (Security Hub API、AWS CLI)

• Security Hub API - DescribeStandardsControls オペレーションを使用します。コントロールを表
示する標準を識別するには、コントロールに対するサブスクリプションの ARN を指定します。有効な
標準に対してサブスクリプション ARN を取得するには、GetEnabledStandards オペレーションを使
用します。

• AWS CLI - コマンドラインで describe-standards-controls コマンドを実行します。

aws securityhub describe-standards-controls --standards-subscription-arn <subscription 
 ARN>

例

aws securityhub describe-standards-controls --standards-subscription-arn 
 "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/aws-foundational-security-best-
practices/v/1.0.0"

コントロールの表示と管理
コントロールとは、特定のリソースに対するセキュリティチェック項目です。Security Hub で、コント
ロールの詳細を確認できます。コントロールの詳細には、コントロールステータスおよびコントロールご
とに生成された結果が含まれています。

自分のアカウントのコントロールは、有効または無効にできます。また、コントロールによって生成され
た結果の詳細を確認し、アクションを実行することもできます。

管理者アカウントの場合は、コントロールの詳細にすべてのメンバーアカウントのステータスと結果が表
示されます。集約リージョンを設定している場合、制御の詳細には、リンクされたすべてのリージョンの
結果が反映されます。

トピック
• コントロールの詳細の表示 (p. 354)
• 新しいコントロールを自動的に有効化する (p. 355)
• 個々のコントロールの無効化と有効化 (p. 356)
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• コントロール結果の表示とアクションの実行 (p. 358)

コントロールの詳細の表示
各コントロールについて、役に立つ詳細ページを表示できます。

コントロールの詳細を表示するには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. 有効化された標準のコントロールを表示します。 (p. 350)
3. コントロールリストから、コントロール名を選択します。

コントロールの詳細ページの上部に、有効ステータスや全体的なコントロールステータスなど、コント
ロールの概要が表示されます。

• 有効ステータス — 有効ステータスには、コントロールが現在アクティブかどうかが表示されています。
管理者アカウントにログインしている場合、コントロールが 1 つ以上のメンバーアカウントで有効にさ
れていると、ステータスには [Enabled] (有効) と表示されます。集約リージョンを設定している場合、
コントロールが 1 つ以上のリージョンで有効になっていると、ステータスは [Enabled] (有効) と表示さ
れます。

• コントロールステータス - コントロールステータスは、コントロールの結果のコンプライアンスス
テータスに基づき、コントロールのパフォーマンスを集約します。Security Hub は通常、Security 
Hub コンソールの [Summary] (概要) ページまたは [Security standards] (セキュリティ標準) ペー
ジへの最初のアクセスから 30 分以内に最初のコントロールステータスを生成します。ステータ
スは、これらのページにアクセスしたときに有効になっているコントロールでのみ使用できま
す。UpdateStandardsControl API オペレーションを使用して、コントロールを有効または無効に
します。また、コントロールステータスを表示するには、AWS Config リソースレコードを設定する必
要があります。最初のコントロールステータスが生成された後、Security Hub は、過去 24 時間の結果
に基づき、24 時間おきにコントロールステータスを更新します。Security Hub によって、標準の詳細
ページおよびコントロールの詳細ページに、ステータスが最後に更新された日時を示すタイムスタンプ
が表示されます。管理者アカウントには、管理者アカウントとメンバーアカウントを横断して集約され
たコントロールステータスが表示されます。集約リージョンを設定すると、コントロールステータスに
は、リンクされたすべてのリージョンの結果が表示されます。コントロールステータスの詳細について
は、the section called “コントロールステータスの判定” (p. 345) を参照してください。

Note

有効にしてから、最初のコントロールステータスのコントロールが中国リージョンと AWS 
GovCloud (US) Region で生成されるまで、最大で 24 時間かかります。

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) および CIS AWS Foundations 標準のコントロー
ルの場合、[Related requirements] (関連する要件) タブにフレームワーク内の関連要件が一覧表示されま
す。

詳細ページから、コントロールを無効または有効にすることができます。「the section called “個々のコン
トロールの無効化と有効化” (p. 356)」を参照してください。

詳細ページの下部には、そのコントロールのアクティブな結果に関する情報が表示されます。コントロー
ルの結果は、コントロールに対するセキュリティチェックによって生成されます。コントロール結果リス
トには、アーカイブされた結果は含まれません。

結果リストで使用されるタブには、リストのさまざまなサブセットが表示されます。ほとんどのタブの結
果リストには、ワークフローステータスが NEW、NOTIFIED、または RESOLVED である結果が表示されま
す。ワークフローが SUPPRESSED の結果は、別のタブに表示されます。
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結果ごとに、リストから、結果および関連リソースに関するコンプライアンス状況と詳細にアクセスでき
ます。各結果のワークフローステータスを設定し、結果をカスタムアクションに送信することもできま
す。

「the section called “コントロール結果の表示とアクションの実行” (p. 358)」を参照してください。

新しいコントロールを自動的に有効化する
AWS Security Hub では、定期的に新しいコントロールを標準に追加します。最初に Security Hub を有効
化すると、新しいコントロールが追加されたときに自動的に有効化されます。これは、有効化されてい
る標準にのみ適用されます。Security Hub では、無効化した標準に新しいコントロールが追加されたとき
は、そのコントロールを有効化しません。

新しいコントロールを自動的に有効化するかどうかは、ユーザーが選択できます。新しいコントロールを
自動的に有効化しない場合は、手動で有効化する必要があります。「the section called “個々のコントロー
ルの無効化と有効化” (p. 356)」を参照してください。

新しいコントロールを自動的に有効化するかどうかを選択する 
(コンソール)
[General] (一般) タブの [Settings] (設定) ページには、新しいコントロールを自動的に有効化するかどうか
を制御する設定メニューがあります。

有効化した標準に対して新しいコントロールを有効化するかどうかを選択するには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Settings] (設定)、[General] (一般) タブの順に選択します。
3. [Auto-enable new controls] (新しいコントロールを自動有効化する) で、[Edit] (編集) を選択します。
4. [Auto-enable new controls in standards I have enabled] (有効化した標準で新しいコントロールを自動

有効化する) に切り替えます。
5. [Save] (保存) を選択します。

新しいコントロールを自動的に有効化するかどうかを選択する 
(Security Hub API、AWS CLI)
新しいコントロールを自動的に有効化するかどうかを設定するには、API コールまたは AWS Command 
Line Interface を使用します。

新しいコントロールを自動的に有効化するかどうかを設定するには (Security Hub API、AWS CLI)

• Security Hub - UpdateSecurityHubConfiguration オペレーションを使用します。コントロールを
自動的に有効化する場合は、AutoEnableControls を true に設定します。コントロールを自動的に
有効化しない場合は、AutoEnableControls を false に設定します

• AWS CLI - コマンドラインで update-security-hub-configuration コマンドを実行します。新し
いコントロールを自動的に有効化する場合は、--auto-enable-controls を指定します。新しいコン
トロールを有効化しない場合は、--no-auto-enable-controls を指定します。

aws securityhub update-security-hub-configuration --auto-enable-controls | --no-auto-
enable-controls

例
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aws securityhub update-security-hub-configuration --auto-enable-controls

個々のコントロールの無効化と有効化
標準を有効化すると、その標準のすべてのコントロールがデフォルトで有効になります。その後、有効な
標準内の特定のコントロールを無効化または有効化できます。

コントロールを無効化すると、次のようになります。

• コントロールのチェックが実行されなくなります。
• そのコントロールに対して追加の結果が生成されません。
• 既存の結果は 3～5 日後に自動的にアーカイブされます (これはベストエフォートであり保証されないこ

とに注意してください)。
• Security Hub により作成された関連 AWS Config ルールが削除されます。

コントロールの無効化は、環境に関係のないコントロールのセキュリティチェックをオフにするために役
立ちます。例えば、CloudWatch アラームの代わりに Amazon GuardDuty を使用して、AWS CloudTrail ロ
グに関連付けられた異常なアクティビティを監視するとします。この場合、CloudWatch アラームを重視
する AWS Foundations Benchmark コントロール 3.1～3.14 を無効にできます。

無関係なコントロールを無効化すると、無関係な結果の数を減らすことができます。また、関連付けられ
た標準のセキュリティスコアから失敗したチェックが削除されます。

Security Hub はリージョン別であることを忘れないでください。コントロールを無効化または有効化する
と、そのコントロールは現在のリージョン、または API リクエストで指定したリージョンでのみ無効にな
ります。

また、標準全体を無効化すると、Security Hub ではどのコントロールが無効にされたかを追跡しません。
その後、標準を再度有効化すると、すべてのコントロールが有効になります。詳細については、「the 
section called “セキュリティ標準の無効化または有効化” (p. 348)」を参照してください。

Note

コントロールは、Security Hub コンソール、API、または CLI を使用して、リージョンごとに有
効または無効にします。集約リージョンを設定すると、リンクされたすべてのリージョンのコ
ントロールが表示されます。リンクされたリージョンでコントロールを使用できるが、集約リー
ジョンでは使用できない場合は、集約リージョンからそのコントロールを有効または無効にする
ことはできません。マルチアカウントおよびマルチリージョンコントロールの無効化スクリプト
については、「Disabling Security Hub Controls in a multi-account environment」を参照してくだ
さい。

コントロールの無効化 (コンソール)
Security Hub コンソールでは、標準の詳細ページのコントロールリストまたはコントロールの詳細ページ
からコントロールを無効にできます。

コントロールを無効化するには (コンソール)

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. コントロールを無効化するリージョンで Security Hub を使用していることを確認します。
3. Security Hub ナビゲーションペインで、[Security standards] (セキュリティ標準) を選択します。
4. コントロールを無効化する標準で、[View results] (結果の表示) を選択します。
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5. 管理者アカウントの場合は、[Enabled for this account] (このアカウントでは有効) を選択します。

他のアカウントの場合は、[Disabled] (無効) タブ以外の任意のタブからコントロールを有効にできま
す。

6. 次のいずれかを実行します。

• コントロールリストで、無効化するコントロールを選択します。次に [Disable] (無効化) を選択しま
す。

• コントロールタイトルを選択します。次に、コントロールの詳細ページで、[Disable] (無効化) を選
択します。

7. コントロールを無効化する理由を入力します。これは、コントロールが無効化された理由を組織内の
他のユーザーが把握するのに役立ちます。

8. [Disable] (無効化) を選択します。

コントロールの無効化 (Security Hub API、AWS CLI)
コントロールを無効化するには、API コールまたは AWS Command Line Interface を使用します。

コントロールを無効化するには (Security Hub API、AWS CLI)

• Security Hub API - UpdateStandardsControl オペレーションを使用します。無効化するコント
ロールを識別するには、コントロール ARN を指定します。標準のコントロールの ARN を取得するに
は、DescribeStandardsControls オペレーションを使用します。

• AWS CLI - コマンドラインで update-standards-control コマンドを実行します。

aws securityhub update-standards-control --standards-control-arn <control ARN> --control-
status "DISABLED" --disabled-reason <description of reason to disable>

例

aws securityhub update-standards-control --standards-control-arn "arn:aws:securityhub:us-
east-1:123456789012:control/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ACM.1" --
control-status "DISABLED" --disabled-reason "Not applicable for my service"

コントロールの有効化 (コンソール)
標準の詳細ページでは、無効にされたコントロールが [Disabled] (無効化) タブに表示されます。

管理者アカウントの場合、[Disabled] (無効化) タブに複数のアカウントの集約リストが含まれています。
個々の管理者アカウントで無効化されたコントロールは、[Disabled for this account] (このアカウントでは
無効になっています) タブに表示されています。

コントロールは、[Disabled] (無効) タブのコントロールリストまたはコントロールの詳細ページから有効
にできます。

無効化されたコントロールを有効化するには (コンソール)

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. コントロールを無効化するリージョンで Security Hub を使用していることを確認します。
3. Security Hub ナビゲーションペインで、[Security standards] (セキュリティ標準) を選択します。
4. コントロールを有効化する標準に対して、[View results] (結果の表示) を選択します。
5. 無効なコントロールのリストを表示します。
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メンバーアカウントまたはスタンドアロンアカウントの場合は、[Disabled] (無効化) を選択します。

管理者アカウントの場合は、[Disabled for this account] (このアカウントでは無効になっています) を
選択します。

6. 次のいずれかを実行します。

• [Disabled] (無効化) または [Disabled for this account] (このアカウントでは無効になっています) タ
ブのリストで、有効化するコントロールを選択します。次に、[Enable] (有効化) を選択します。

• コントロールタイトルを選択します。次に、コントロールの詳細 ページで [Enable] (有効化) を選択
します。

コントロールの有効化 (Security Hub API、AWS CLI)
コントロールを有効化するには、API コールまたは AWS Command Line Interface を使用します。

コントロールを有効化するには (Security Hub API、AWS CLI)

• Security Hub API - UpdateStandardsControl オペレーションを使用します。有効化するコント
ロールを識別するには、コントロール ARN を指定します。標準のコントロールの ARN を取得するに
は、DescribeStandardsControls オペレーションを使用します。

• AWS CLI - コマンドラインで update-standards-control コマンドを実行します。

aws securityhub update-standards-control--standards-control-arn <control ARN> --control-
status "ENABLED"

例

aws securityhub update-standards-control --standards-control-arn "arn:aws:securityhub:us-
east-1:123456789012:control/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ACM.1" --
control-status "ENABLED"

コントロール結果の表示とアクションの実行
コントロールの詳細ページには、コントロールのアクティブな結果のリストが表示されます。このリスト
には、アーカイブされた結果は含まれていません。

コントロールの詳細ページでは、クロスリージョン集約をサポートしていません。コントロールの詳細
ページには、現在のリージョンの結果のみが表示されます。

リストには、結果をフィルタリングおよびソートするためのツールが用意されており、急を要する結果か
ら重点的に取り組むことができます。各結果には、関連するサービスコンソールのリソースの詳細へのリ
ンクが含まれている場合があります。AWS Config ルールに基づくコントロールの場合、ルールと設定タ
イムラインに関する詳細を確認できます。

AWS Security Hub API を使用して、結果のリストを取得することもできます。「the section called “結果
の詳細を取得する (プログラマティック)” (p. 79)」を参照してください。

トピック
• コントロール結果リストのフィルタリング、ソート、およびダウンロード (p. 359)
• コントロール結果および結果リソースに関する詳細の表示 (p. 359)
• コントロール結果に対するアクションをとる (p. 361)
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コントロール結果リストのフィルタリング、ソート、およびダウ
ンロード
コントロール結果リストで使用されるタブには、結果ステータスに基づいた組み込みのフィルタリングが
用意されています。他の結果値に基づいてリストをフィルタリングし、リストから結果をダウンロードす
ることもできます。

コントロール結果リストのフィルタリングとソート

[All checks] (すべてのチェック) タブには、ワークフローステータスが NEW、NOTIFIED、または
RESOLVED のアクティブな結果がすべて一覧表示されます。デフォルトでは、失敗した結果が、リストの
先頭に表示されるようにリストがソートされます。このようなソート順で表示されることで、対処が必要
な結果に気付くことができます。

[Failed] (失敗)、[Unknown] (不明)、および [Passed] (成功) のタブにあるリストは、Compliance.Status
の値に基づいてフィルタリングされます。リストには、ワークフローステータスが NEW、NOTIFIED、ま
たは RESOLVED のアクティブな結果のみが含まれます。

[Suppressed] (抑制) タブには、ワークフローステータスが [SUPPRESSED] (抑制) のアクティブな結果の
リストが表示されます。

各タブの組み込みフィルターに加えて、次のフィールドの値を使用してリストをフィルタリングできま
す。

• アカウント ID
• ワークフローステータス
• コンプライアンス状況
• リソース ID
• リソースタイプ

任意の列を使用して各リストをソートできます。

コントロール結果リストのダウンロード

[セキュリティ標準] に移動して標準を選択すると、標準のコントロールのリストが表示されます。リスト
からコントロールを選択すると、コントロールの詳細ページが表示されます。ここから、コントロールの
検出結果を .csv 形式でダウンロードできます。

結果リストをフィルタリングした場合は、ダウンロードにはフィルターに一致するコントロールのみが含
まれます。

リストから特定の結果を選択した場合は、ダウンロードには選択した結果のみが含まれます。

検出結果をダウンロードするには [Download now] (今すぐダウンロード) を選択します。

検出結果をダウンロードすると、GetFindings API が呼び出されます。アカウントに大量の検出結果が
ある場合は、MaxResults パラメータを使用して返される検出結果の数を制限します。

コントロール結果および結果リソースに関する詳細の表示
AWS Security Hub では、結果ごとに、結果の調査に役立つ詳細情報にアクセスできます。

結果リソースおよび関連する設定ルールに関する詳細を表示できます。
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また、結果に追加されたメモを確認することもできます。

結果の完全な .json の表示

結果の .json 全文を表示してダウンロードすることができます。

.json を表示するには、[Finding .json] (.json を検索する) 列で、アイコンを選択します。

[Finding JSON] (JSON を検索する) パネルで、.json をダウンロードするため、[Download] (ダウンロー
ド) を選択します。

結果リソースに関する情報を表示する

[Resource] (リソース) 列には、リソースタイプとリソース識別子が含まれています。

リソースに関する情報を表示するには、リソース識別子を選択します。AWS アカウントの場合は、アカウ
ントが組織メンバーアカウントの場合、情報にはアカウント ID とアカウント名の両方が含まれます。手動
で招待されたアカウントの場合は、情報にはアカウント ID のみが含まれます。

元のサービスでリソースを表示する許可が付与されている場合、リソース識別子にサービスへのリンクが
表示されます。例えば、AWS ユーザーの場合は、リソースの詳細に、IAM でユーザーの詳細を表示するた
めのリンクが含まれます。

リソースが別のアカウントにある場合は、Security Hub によって表示されるメッセージで通知されます。

結果リソースの設定タイムラインの表示

調査の一つの手段として、AWS Config でリソースの設定タイムラインを確認します。

結果リソースの設定タイムラインを表示する許可がある場合、結果リストにはタイムラインへのリンクが
表示されます。

リソースが別のアカウントにある場合は、Security Hub によって表示されるメッセージで通知されます。

AWS Config の設定タイムラインに移動するには

1. [Investigate] (調査) 列で、アイコンを選択します。
2. メニューで、[Configuration timeline] (設定タイムライン) を選択します。設定タイムラインへのアクセ

ス権がない場合、リンクは表示されません。

結果リソースの AWS Config ルールの表示

コントロールが AWS Config ルールに基づいている場合は、AWS Config ルールの詳細を表示することも
できます。AWS Config ルール情報は、チェックが合格または失敗した理由を詳しく理解するのに役立ち
ます。

コントロールの AWS Config ルールを表示する許可がある場合、結果リストには AWS Config の AWS 
Config ルールへのリンクが表示されます。

リソースが別のアカウントにある場合は、Security Hub によって表示されるメッセージで通知されます。

AWS Config ルールに移動するには

1. [Investigate] (調査) 列で、アイコンを選択します。
2. メニューで、[Config rule] (Config ルール) を選択します。AWS Config ルールへのアクセス権がない場

合、[Config rule] (Config ルール) はリンクされていません。
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結果に関するメモの表示
結果に関連するメモがある場合、[Updated] (更新) 列にはノートアイコンが表示されます。

結果に関連付けられているメモを表示するには

[Updated] (更新) 列で、ノートアイコンを選択します。

コントロール結果に対するアクションをとる
調査の現在のステータスを反映するには、ワークフローステータスを設定します。「the section called “結
果のワークフローステータスを設定する” (p. 81)」を参照してください。

AWS Security Hub では、選択した結果を Amazon EventBridge のカスタムアクションに送信することもで
きます。「the section called “カスタムアクションに結果を送信する” (p. 83)」を参照してください。

AWS Security Hub で使用可能なセキュリティ標準
セキュリティ標準は、規制フレームワーク、業界のベストプラクティス、または企業ポリシーのコンプラ
イアンスを判断するための一連の関連したコントロールを提供するものです。

各標準の情報には、標準内のコントロールのリストが含まれます。各コントロールには、以下の情報が含
まれています。

• コントロールが属するセキュリティカテゴリ
• コントロールが適用されるリソース
• 該当する場合は、コントロールに使用される AWS Config ルール
• コントロールで使用されるあらゆるパラメータ
• コントロールの説明、およびコントロールがチェックする内容
• 規制フレームワークに関連する標準については、そのフレームワークで適用される要件
• 失敗したチェックの修正方法に関する情報。例えば、リソースの設定を変更する必要がある場合があり

ます。

AWS Security Hub は、以下のセキュリティ標準をサポートしています。AWS Organizations との統合を使
用している場合、CIS および Foundational Security Best Practices 標準は、新規メンバーアカウントでデ
フォルトで自動的に有効になります。自動で有効化する標準の詳細については、「自動的に有効化される
セキュリティ標準 (p. 348)」を参照してください。

トピック
• AWS Foundational Security Best Practices 標準 (p. 361)
• CIS AWS Foundations Benchmark (p. 535)
• Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) (p. 653)
• サービスマネージドスタンダード (p. 715)

AWS Foundational Security Best Practices 標準
AWS Foundational Security Best Practices 標準は、デプロイされたアカウントとリソースがセキュリティ
のベストプラクティスからの逸脱を検出する一連の統制です。

この標準は、すべての AWS アカウント とワークロードを継続的に評価し、ベストプラクティスから逸
脱する領域を迅速に特定するのに役立ちます。組織のセキュリティ体制を改善および維持する方法につい
て、実践的かつ規範的なガイダンスを提供します。
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コントロールには、複数の AWS のサービス からのベストプラクティスが含まれます。各コントロールに
は、セキュリティ機能を反映するカテゴリが割り当てられます。詳細については、「the section called “コ
ントロールのカテゴリ” (p. 532)」を参照してください。

トピック
• AWS Foundational Security Best Practices コントロールに必要な AWS Config リソース (p. 362)
• AWS Foundational Security Best Practices コントロール (p. 363)
• コントロールのカテゴリ (p. 532)
• 無効にする可能性のある AWS Foundational Best Practices コントロール (p. 534)

AWS Foundational Security Best Practices コントロールに必要な 
AWS Config リソース
AWS Foundational Security Best Practices コントロールでは、次のリソースに対するチェックが実行され
ます。「変更がトリガーされた場合」のスケジュールタイプのコントロールの結果を AWS Security Hub 
で正確にレポートするには、それらのリソースの記録を AWS Config で有効にする必要があります。「定
期的」スケジュールタイプのコントロールのリソースを記録する必要はありません。

Note

コントロールが使用できない AWS リージョン では、対応するリソースは AWS Config で利用で
きません。

• AWS::ACM::Certificate

• AWS::ApiGateway::Stage

• AWS::ApiGatewayV2::Route

• AWS::ApiGatewayV2::Stage

• AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup

• AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration

• AWS::CloudFormation::Stack

• AWS::CloudFront::Distribution

• AWS::CodeBuild::Project

• AWS::DynamoDB::Table

• AWS::EC2::Instance

• AWS::EC2::LaunchTemplate

• AWS::EC2::NetworkAcl

• AWS::EC2::SecurityGroup

• AWS::EC2::Subnet

• AWS::EC2::TransitGateway

• AWS::EC2::Volume

• AWS::EC2::VPNConnection

• AWS::ECR::Repository

• AWS::ECS::Cluster

• AWS::ECS::Service

• AWS::ECS::TaskDefinition

• AWS::EFS::AccessPoint
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• AWS::EKS::Cluster

• AWS::ElasticBeanstalk::Environment

• AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer

• AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

• AWS::Elasticsearch::Domain

• AWS::IAM::Group

• AWS::IAM::Policy

• AWS::IAM::Role

• AWS::IAM::User

• AWS::Kinesis::Stream

• AWS::Lambda::Function

• AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy

• AWS::OpenSearch::Domain

• AWS::RDS::DBCluster

• AWS::RDS::DBClusterSnapshot

• AWS::RDS::DBInstance

• AWS::RDS::DBSnapshot

• AWS::RDS::EventSubscription

• AWS::Redshift::Cluster

• AWS::S3::Bucket

• AWS::SageMaker::NotebookInstance

• AWS::SecretsManager::Secret

• AWS::SNS::Topic

• AWS::SQS::Queue

• AWS::SSM::AssociationCompliance

• AWS::SSM::PatchCompliance

• AWS::WAFRegional::Rule

• AWS::WAFRegional::RuleGroup

• AWS::WAFRegional::WebACL

• AWS::WAF::Rule

• AWS::WAF::RuleGroup

• AWS::WAF::WebACL

• AWS::WAFv2::WebACL

AWS Foundational Security Best Practices コントロール
AWS Foundational Security Best Practices 標準には、次のコントロールが含まれています。各コントロー
ルの情報には次の情報が含まれます。

• コントロールが適用されるカテゴリ。カテゴリの説明については、「the section called “コントロールの
カテゴリ” (p. 532)」を参照してください。

• コントロールの重要度は、コントロールと統制結果の重要性を定義します。
• コントロールが評価するアプリケーションリソース コントロールの依存リソースも一覧表示されます。

変更トリガー型コントロールの場合、コントロールを機能させるには、リソースを AWS Config に記録
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する必要があります。詳細については、「AWS Foundational Security Best Practices コントロールに必
要な AWS Config リソース (p. 362)」を参照してください。

• 必要な AWS Config ルール、および AWS Security Hub によって設定された特定のパラメータ値です。
• コントロールの検出に失敗した場合の解決方法を説明する修復手順。

Note

コントロール番号のギャップは、Security Hub がまだ解放していないコントロールを示します。

サービス別に分類されたコントロール

AWS アカウント (p. 365)

AWS Certificate Manager (p. 366)

Amazon API Gateway (p. 367)

Amazon EC2 Auto Scaling (p. 372)

AWS CloudFormation (p. 377)

Amazon CloudFront (p. 378)

AWS CloudTrail (p. 385)

AWS CodeBuild (p. 390)

AWS Config (p. 394)

AWS Database Migration Service (p. 395)

Amazon DynamoDB (p. 396)

Amazon EC2 (p. 398)

Amazon ECR (p. 417)

Amazon ECS (p. 420)

Amazon EFS (p. 426)

Amazon EKS (p. 429)

AWS Elastic Beanstalk (p. 430)

Elastic Load Balancing (p. 431)

Amazon EMR (p. 441)

Amazon ES (p. 442)

Amazon GuardDuty (p. 448)

AWS Identity and Access Management (p. 448)

Amazon Kinesis (p. 457)
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AWS Key Management Service (p. 458)

AWS Lambda (p. 461)

AWS Network Firewall (p. 464)

Amazon OpenSearch Service (p. 468)

Amazon Relational Database Service (p. 473)

Amazon Redshift (p. 496)

Amazon Simple Storage Service (p. 502)

Amazon SageMaker (p. 513)

AWS Secrets Manager (p. 515)

Amazon Simple Notification Service (p. 520)

Amazon Simple Queue Service (p. 521)

AWS Systems Manager (p. 522)

AWS WAF (p. 526)

[Account.1] AWS アカウント について、セキュリティの連絡先情報を提供する必
要があります

カテゴリ: 識別 > リソース設定

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::::Account

AWS Config ルール : security-account-information-provided

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon Web Services (AWS) アカウントにセキュリティの連絡先情報があるかどう
かを確認します。アカウントにセキュリティの連絡先情報が提供されていない場合、コントロールは失敗
します。

セキュリティの代替連絡先により、AWS はお客様のアカウントに関する問題を、お客様が不在の場合は別
のお客様に連絡することができます。通知は AWS Support からの場合も、AWS アカウント の使用状況に
関するセキュリティ関連のトピックに関する、他の AWS のサービス サービスチームからのものである場
合もあります。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• AWS GovCloud (米国東部)
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• AWS GovCloud (米国西部)

修正

AWS アカウント のセキュリティの連絡先として代替連絡先を追加するには、「AWS 請求とコスト管理
ユーザーガイド」の「代替の連絡先の追加、変更、または削除」を参照してください。

[ACM.1] インポートされ ACM によって発行された証明書は、一定期間後に更新
する必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::ACM::Certificate

AWS Config ルール : acm-certificate-expiration-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

• daysToExpiration: 30

このコントロールは、アカウントの ACM 証明書が、30 日以内に有効期限切れとしてマークされているか
どうかをチェックします。インポートした証明書と AWS Certificate Manager によって提供された証明書
の両方をチェックします。

ACM は DNS 検証を使用する証明書を自動的に更新できます。E メール検証を使用する証明書の場合、ド
メイン検証 E メールに応答する必要があります。ACM は、ユーザーがインポートした証明書を自動的に
更新しません。インポートした証明書を手動で更新する必要があります。

ACM 証明書のマネージド更新の詳細については、「AWS Certificate Manager ユーザーガイド」の「ACM 
証明書のマネージド更新」を参照してください。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• ヨーロッパ (ミラノ)

修正

ACM は、Amazon 発行の SSL/TLS 証明書のマネージド更新が可能です。つまり、ACM は証明書を自動的
に更新するか (DNS 検証を使用している場合)、有効期限が近づくと E メール通知を送信します。これらの
サービスは、パブリック ACM 証明書とプライベート ACM 証明書の両方に対して提供されます。

E メールで検証されたドメイン

証明書の有効期限まで 45 日間の時点で、ACM はドメイン所有者にドメイン名ごとに E メールを送信
します。ドメインを検証して更新を完了するには、E メール通知に応答する必要があります。

詳細については、「AWS Certificate Manager ユーザーガイド」の「E メールで検証されたドメインの
更新」を参照してください。
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DNS によって検証されたドメイン

ACM は DNS 検証を使用する証明書を自動的に更新します。有効期限の 60 日前に、ACM は証明書が
更新できることを確認します。

ドメイン名を検証できない場合、ACM は手動検証が必要である旨の通知を送信します。これらの通知
は、有効期限の 45 日、30 日、7 日、1 日前に送信されます。

詳細については、「AWS Certificate Manager ユーザーガイド」の「DNS によって検証されたドメイ
ンの更新」を参照してください。

[APIGateway.1] API Gateway REST および WebSocket API ログ記録を有効にす
る必要があります

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::ApiGateway::Stage、AWS::ApiGatewayV2::Stage

AWS Config ルール : api-gw-execution-logging-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon API Gateway REST または WebSocket API のすべてのステージでログ記録
が有効になっているかどうかをチェックします。すべてのメソッドのステージでログ記録が有効ではない
場合、または loggingLevel が ERROR と INFO のどちらでもない場合にコントロールは失敗します。

API Gateway REST または WebSocket API ステージでは、関連するログを有効にする必要がありま
す。API Gateway REST および WebSocket API 実行ログ記録は、API Gateway REST および WebSocket 
API ステージに対して行われたリクエストの詳細な記録を提供します。ステージには、API 統合バックエ
ンドレスポンス、Lambda オーソライザーレスポンス、AWS 統合エンドポイント用 requestId が含まれ
ます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

修正

REST および WebSocket API オペレーションのログ記録を有効にするには、「API Gateway 開発者ガイ
ド」の「API Gateway コンソールを使用した CloudWatch による API のログの設定」を参照してくださ
い。

[APIGateway.2] API Gateway REST API ステージでは、バックエンド認証に SSL 
証明書を使用するように設定する必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護

重要度: 中
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リソースタイプ : AWS::ApiGateway::Stage

AWS Config ルール : api-gw-ssl-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon API Gateway REST API ステージに SSL 証明書が設定されているかどうか
をチェックします。バックエンドシステムは、これらの証明書を使用して、API Gateway からの受信リク
エストであることを認証します。

API Gateway からのリクエストをバックエンドシステムが認証できるようにするには、API Gateway 
REST API ステージを SSL 証明書を設定する必要があります。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

API Gateway REST API SSL 証明書を生成し設定する方法の詳細については、「API Gateway 開発者ガイ
ド」の「バックエンド認証用 SSL 証明書の生成と設定」を参照してください。

[APIGateway.3] API Gateway REST API ステージでは、AWS X-Ray トレースを
有効にする必要があります

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重要度: 低

リソースタイプ : AWS::ApiGateway::Stage

AWS Config ルール : api-gw-xray-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon API Gateway REST API ステージで、AWS X-Ray アクティブトレースが有
効になっているかどうかをチェックします。

X-Ray アクティブトレースを使用すると、基盤となるインフラストラクチャのパフォーマンスの変化に
対してより迅速に対応できます。パフォーマンスの変化により、API が利用できなくなる可能性がありま
す。X-Ray アクティブトレースは、API Gateway REST API オペレーションと接続サービスを介して流れ
るユーザーリクエストのリアルタイムメトリクスを提供します。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。
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• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

API Gateway REST API オペレーションの X-Ray アクティブトレースを有効にする方法の詳細について
は、「AWS X-Ray 開発者ガイド」の「AWS X-Ray の Amazon API Gateway アクティブトレースサポー
ト」を参照してください。

[APIGateway.4] API Gateway は、AWS WAF ウェブ ACL に関連付けられている
必要があります

カテゴリ: 保護 > 保護サービス

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::ApiGateway::Stage

AWS Config ルール : api-gw-associated-with-waf

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、API Gateway ステージが AWS WAF Web アクセスコントロールリスト (ACL) を
使用しているかどうかをチェックします。このコントロールは、AWS WAF ウェブ ACL が REST API 
Gateway ステージに添付済みでない場合は失敗します。

AWS WAF は、ウェブアプリケーションと API を攻撃から保護するウェブアプリケーションファイア
ウォールです。これにより、ユーザーが定義するカスタマイズ可能なウェブセキュリティルールと条件に
基づいて、ウェブリクエストを許可、ブロック、またはカウントする一連のルールである ACL を設定する
ことができます。API Gateway ステージが AWS WAF ウェブ ACL に関連付けられ、悪意のある攻撃から
確実に保護されていることを確認します。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

API Gateway コンソールを使用して AWS WAF リージョンウェブ ACL を既存の API Gateway API ステー
ジに関連付ける方法については、「API Gateway 開発者ガイド」の「AWS WAF を使用して API を保護す
る」を参照してください。
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[APIGateway.5] API Gateway REST API のキャッシュデータは、保管中に暗号化
する必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::ApiGateway::Stage

AWS Config ルール: api-gw-cache-encrypted (Security Hub が開発したカスタムルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、キャッシュが有効になっている API Gateway REST API ステージ内のすべてのメ
ソッドが暗号化されているかどうかをチェックします。API Gateway REST API ステージ内のメソッドの
キャッシュ機能が設定されており、そのキャッシュが暗号化されていない場合、コントロールは失敗しま
す。

保管中のデータを暗号化すると、ディスクに保存されているデータが、AWS に認証されていないユーザー
によってアクセスされるリスクが軽減されます。これにより、権限のないユーザーによるデータへのアク
セスを制限するために、別の一連のアクセスコントロールが追加されます。例えば、データを読み取る前
にデータを復号化するには、API の許可が必要です。

API Gateway REST API キャッシュは、セキュリティを強化するために、保管中に暗号化する必要があり
ます。

修正

このコントロールを修正するには、キャッシュデータを暗号化するようにステージを設定します。

特定のステージの API キャッシュを設定するには

1. API Gateway コンソール (https://console.aws.amazon.com/apigateway) を開きます。
2. [API] を選択します。
3. [Stages] (ステージ) を選択します。
4. API の [Stages] (ステージ) リストで、キャッシュを追加するステージを選択します。
5. [Settings] (設定) を選択します。
6. [Enable API cache] (API キャッシュを有効化) を選択します。
7. 目的の設定を更新し、[Encrypt cache data] (キャッシュデータを暗号化する) を選択します。
8. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

[APIGateway.8] API Gateway ルートには認証タイプを指定する必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::ApiGatewayV2::Route

AWS Config ルール: api-gwv2-authorization-type-configured

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合
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パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon API Gateway ルートに認証タイプが設定されているかどうかを確認しま
す。API Gateway ルートで認証タイプが指定されていない場合、コントロールは失敗します。

API Gateway は API へのアクセスを制御し管理する複数のメカニズムをサポートしています。認証タイプ
を指定することで、API へのアクセスを許可されたユーザーまたはプロセスのみに制限できます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

HTTP API の認証タイプを設定するには、「API Gateway デベロッパーガイド」の「API Gateway での 
HTTP API へのアクセスの制御と管理」を参照してください。WebSocket API の認証タイプを設定するに
は、「API Gateway デベロッパーガイド」の「API Gateway での WebSocket API へのアクセスの制御と
管理」を参照してください。

[APIGateway.9] API Gateway V2 ステージにアクセスロギングを設定する必要が
あります

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::ApiGatewayV2::Stage

AWS Config ルール: api-gwv2-access-logs-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon API Gateway V2 ステージのアクセスログが設定されているかどうかを
チェックします。アクセスログ設定が定義されていない場合、このコントロールは失敗します。

API Gateway アクセスログは、誰が API にアクセスしたかや、発信者が API にアクセスした方法に関する
詳細情報を提供します。これらのログは、セキュリティ監査やアクセス監査、証拠調査などのアプリケー
ションに役立ちます。トラフィックパターンの分析や問題のトラブルシューティングを行うには、これら
のアクセスログを有効にします。

その他のベストプラクティスについては、「API Gateway デベロッパーガイド」の「REST API のモニタ
リング」を参照してください。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。
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• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

アクセスログ記録を設定するには、「API Gateway デベロッパーガイド」の「API Gateway コンソールを
使用した CloudWatch による API のログの設定」を参照してください。

[AutoScaling.1] Classic Load Balancer に関連付けられた Auto Scaling グループ
は、ロードバランサーのヘルスチェックを使用する必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ

重要度: 低

リソースタイプ : AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup

AWS Config ルール : autoscaling-group-elb-healthcheck-required

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Classic Load Balancer に関連付けられた Auto Scaling グループで、Elastic Load 
Balancing のヘルスチェックが使用されているかどうかをチェックします。

これにより、ロードバランサーによって提供される追加のテストに基づいて、グループはインスタンスの
ヘルスを確実に判断できるようになります。Elastic Load Balancing ヘルスチェックを使用すると、EC2 
Auto Scaling グループを使用するアプリケーションの可用性をサポートできます。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

この問題を修正するには、Elastic Load Balancing ヘルスチェックを使用可能にするために、Auto Scaling 
グループを更新します。

Elastic Load Balancing のヘルスチェックを有効にするには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの Auto Scaling で、[Auto Scaling Groups] (Auto Scaling グループ) を選択しま

す。
3. ユーザーグループのチェックボックスを選択します。
4. [Edit] (編集) を選択します。
5. [Health checks] (ヘルスチェック) の [Health check type] (ヘルスチェックのタイプ) で、ELB を選択し

ます。
6. [Health Check Grace Period] (ヘルスチェックの猶予期間) で、300 を入力します。
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7. ページの最下部にある [Update] (更新) を選択します。

Auto Scaling グループでのロードバランサーの使用の詳細については、「AWS Auto Scaling ユーザーガイ
ド」を参照してください。

[AutoScaling.2] Amazon EC2 Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリ
ティーゾーンをカバーする必要があります

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup

AWS Config ルール : autoscaling-multiple-az

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Auto Scaling グループが複数のアベイラビリティーゾーンにまたがっているかどう
かをチェックします。Auto Scaling グループが複数のアベイラビリティーゾーンにまたがっていない場
合、コントロールは失敗します。

Amazon EC2 Auto Scaling で、複数のアベイラビリティーゾーンを使用可能に設定できます。バッチジョ
ブや AZ 内の転送コストを最小限に抑える必要がある場合など、一部のユースケースでは、単一のアベイ
ラビリティーゾーンを持つ Auto Scaling グループが推奨されます。ただし、複数のアベイラビリティー
ゾーンにまたがらない Auto Scaling グループは、構成された単一のアベイラビリティーゾーンが使用でき
なくなった場合、補うために別のアベイラビリティーゾーンではインスタンスを起動しません。

修正

既存の Auto Scaling グループにアベイラビリティーゾーンを追加する方法については、「Amazon EC2 
Auto Scaling ユーザーガイド」の「アベイラビリティーゾーン」を参照してください。

[AutoScaling.3] Auto Scaling グループは、EC2 インスタンスを、Instance 
Metadata Service Version 2 (IMDSv2) を必要とするように設定する必要がありま
す

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 高

リソースタイプ : AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration

AWS Config ルール : autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon EC2 Auto Scaling グループが起動するすべてのインスタンスで IMDSv2 が
有効になっているかどうかをチェックします。インスタンスメタデータサービス (IMDS) のバージョンが
起動設定に含まれていない場合、または IMDSv1 と IMDSv2 の両方が有効になっている場合、コントロー
ルは失敗します。

IMDS は、インスタンスに関するデータで、実行中のインスタンスを設定または管理するために使用しま
す。
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IMDS のバージョン 2 では、EC2 インスタンスの保護を強化するために、IMDSv1 では利用できなかった
新しい保護が追加されています。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

Auto Scaling グループは、一度に 1 つの起動設定に関連付けられます。起動設定は、作成後に変更するこ
とはできません。Auto Scaling グループの起動設定を変更するには、新しい起動設定のベースとして、既
存の起動設定を IMDSv2 を有効にした上で使用します。詳細については、「Amazon EC2 Linux インスタ
ンス用ユーザーガイド」の「新規インスタンスのインスタンスメタデータオプションの設定」を参照して
ください。

[AutoScaling.4] Auto Scaling グループの起動設定では、メタデータ応答ホップ制
限が 1 を越えることはできません

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 高

リソースタイプ : AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration

AWS Config ルール : autoscaling-launch-config-hop-limit

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

これにより、メタデータトークンが移動できる、ネットワークホップの数をチェックします。メタデータ
の応答ホップ制限が 1 を越えるとコントロールは失敗します。

Instance Metadata Service (IMDS) は、Amazon EC2 インスタンスに関するメタデータ情報を提供するも
のであり、アプリケーションの設定に役立ちます。メタデータサービスの HTTP PUT 応答を EC2 インス
タンスのみに制限することで、IMDS を不正使用から保護します。

IP パケットの Time To Live (TTL) フィールドは、ホップごとに 1 ずつ削減されます。この削減により、パ
ケットを EC2 外に移動させないようにすることができます。IMDSv2 は、オープンルーター、レイヤー 3 
ファイアウォール、VPN、トンネル、または NAT デバイスとして誤って構成された可能性のある EC2 イ
ンスタンスを保護し、権限のないユーザーがメタデータを取得できないようにします。IMDSv2 では、デ
フォルトのメタデータ応答ホップ制限が 1 に設定されているため、シークレットトークンを含む PUT 応
答は、インスタンスの外に移動することができません。ただし、この値が 1 より大きい場合、トークンは 
EC2 インスタンスから移動することができます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
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• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

既存の起動設定のメタデータ応答ホップ制限を変更する方法の詳細については、「Amazon EC2 Linux イ
ンスタンス用ユーザーガイド」の「既存インスタンスのインスタンスメタデータオプションの変更」を参
照してください。

[Autoscaling.5] Auto Scaling グループの起動設定を使用して起動した Amazon 
EC2 インスタンスは、パブリック IP アドレスを含みません

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 高

リソースタイプ : AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration

AWS Config ルール : autoscaling-launch-config-public-ip-disabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Auto Scaling グループに関連付けられた起動設定が、グループのインスタンスにパ
ブリック IP アドレスを割り当てるかどうかをチェックします。関連付けられた起動設定が、パブリック 
IP アドレスを割り当てている場合に、このコントロールは失敗します。

Auto Scaling グループの起動設定の Amazon EC2 インスタンスには、限定されたエッジケースを除き、パ
ブリック IP アドレスを関連付けないでください。Amazon EC2 インスタンスは、インターネットに直接
公開されるのではなく、ロードバランサーを介した場合のみアクセスできるようにする必要があります。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• アジアパシフィック (大阪)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

Auto Scaling グループは、一度に 1 つの起動設定に関連付けられます。起動設定は、作成後に変更できま
せん。Auto Scaling グループの起動設定を変更するには、新しい起動設定のベースとして既存の起動設定
を使用します。次に、以下の手順に記述しているように、新しい起動設定を使用するように Auto Scaling 
グループを更新します。

Auto Scaling グループの起動設定を変更すると、以後、新しいインスタンスは新しい設定オプションを使
用して起動されます。既存のインスタンスは影響を受けません。既存のインスタンスを更新するには、こ
れらのインスタンスを終了して Auto Scaling グループに置き換えるか、オートスケーリングによって終了
ポリシーに基づいて古いインスタンスを新しいインスタンスに徐々に置き換えるようにします。
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Elastic Load Balancing のヘルスチェックを有効にするには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの Auto Scaling で、[Launch Configurations] (起動設定) を選択します。
3. 起動設定を選択し、[Actions] (アクション)、[Copy launch configuration] (起動設定のコピー) の順に選

択します。これにより、新しい起動設定は元の設定と同じオプションで設定されますが、名前に「コ
ピー」が追加されます。

4. [Create Launch Configuration] (起動設定の作成) ページの、[Additional configuration - optional] (追加設
定 - オプション) で、[Advanced details] (高度な詳細) を展開します。

5. [IP address type] (IP アドレスタイプ) で、[Do not assign a public IP address to any instances] (インス
タンスにパブリック IP アドレスを割り当てない) を選択します。

6. 完了したら、[Create launch configuration] (起動設定の作成) を選択します。
7. ナビゲーションペインの Auto Scaling で、[Auto Scaling Groups] (Auto Scaling グループ) を選択しま

す。
8. Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
9. ページ下部に分割ウィンドウが開き、選択したグループの情報が表示されます。
10. [Details] (詳細) タブで、[Launch configuration] (起動設定)、[Edit] (編集) の順に選択します。
11. [Launch Configuration] (起動設定) で、新しい起動設定を選択します。
12. 起動設定の変更が完了したら、[Update] (更新) を選択します。

[AutoScaling.6] Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティーゾーンで複
数のインスタンスタイプを使用する必要があります

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup

AWS Config ルール : autoscaling-multiple-instance-types

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon EC2 Auto Scaling グループが複数のインスタンスタイプを使用している
かどうかをチェックします。Auto Scaling グループで 1 つのインスタンスタイプしか定義されていない場
合、そのコントロールは失敗します。

複数のアベイラビリティーゾーンで実行されている複数のインスタンスタイプ間でアプリケーションを
デプロイすることで、可用性を向上させることができます。Security Hub では、選択したアベイラビリ
ティーゾーンに十分なインスタンス容量がない場合に Auto Scaling グループが別のインスタンスタイプを
起動できるよう、複数のインスタンスタイプを使用することが推奨されます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• AWS GovCloud (米国東部)

376

https://console.aws.amazon.com/ec2/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-multiple-instance-types.html


AWS Security Hub ユーザーガイド
AWS Foundational Security Best Practices 標準

• AWS GovCloud (米国西部)

修正

複数のインスタンスタイプを使用して Auto Scaling グループを作成する手順については、「Amazon EC2 
Auto Scaling ユーザーガイド」の「複数のインスタンスタイプと購入オプションを使用する Auto Scaling 
グループ」を参照してください。

[Auto Scaling.9] EC2 Auto Scaling グループは EC2 起動テンプレートを使用する
必要があります

カテゴリ: 識別 > リソース設定

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup

AWS Config ルール : autoscaling-launch-template

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon EC2 Auto Scaling グループが、EC2 起動テンプレートから作成されたも
のかどうかを確認します。Amazon EC2 Auto Scaling グループが起動テンプレートを使用して作成されて
いない場合、または混合インスタンスポリシーで起動テンプレートが指定されていない場合、このコント
ロールは失敗します。

EC2 Auto Scaling グループは、EC2 起動テンプレートまたは起動設定のいずれかから作成できます。ただ
し、起動テンプレートを使用して Auto Scaling グループを作成することで、最新の機能や改善点に確実に
アクセスできます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

EC2 起動テンプレートを使用して Auto Scaling グループを作成するには、「Amazon EC2 Auto Scaling
ユーザーガイド」の「起動テンプレートを使用して Auto Scaling グループを作成する」を参照してくださ
い。起動設定を起動テンプレートに置き換える方法については、「Windows インスタンス用 Amazon EC2 
ユーザーガイド」の「起動設定を起動テンプレートに置き換える」を参照してください。

[CloudFormation.1] CloudFormation スタックは、Simple Notification Service 
(SNS) と統合させる必要があります

カテゴリ: 検出 > 検出サービス > アプリケーションモニタリング

重要度: 低
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リソースタイプ : AWS::CloudFormation::Stack

AWS Config ルール : cloudformation-stack-notification-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

• SNSTopic1: 30
• SNSTopic2: 30
• SNSTopic3: 30
• SNSTopic4: 30
• SNSTopic5: 30
• (Optional): SNS topic ARN: 30

このコントロールは、Amazon Simple Notification Service の通知が CloudFormation スタックに統合され
ているかどうかをチェックします。CloudFormation スタックに関連付けられた SNS 通知がない場合、そ
のコントロールは失敗します。

SNS 通知を、CloudFormation スタックを使って設定すると、スタックで発生したイベントや変更を、ス
テークホルダーにすぐに通知することができます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (香港)
• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• ヨーロッパ (パリ)
• ヨーロッパ (ストックホルム)
• 中東 (バーレーン)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

CloudFormation スタックを更新する方法の詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの
「AWS CloudFormation スタックの更新」を参照してください。

[CloudFront.1] CloudFront ディストリビューションでは、デフォルトのルートオ
ブジェクトが設定されている必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > パブリックアクセスが不可能なリソース
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重要度: 非常事態

リソースタイプ : AWS::CloudFront::Distribution

AWS Config ルール : cloudfront-default-root-object-configured

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon CloudFront ディストリビューションがデフォルトのルートオブジェクトで
ある特定のオブジェクトを返すように設定されているかどうかをチェックします。CloudFront ディストリ
ビューションにデフォルトのルートオブジェクトが設定されていない場合、コントロールは失敗します。

ユーザーは、ディストリビューション内のオブジェクトではなく、ディストリビューションのルート URL 
を要求することがあります。この場合、デフォルトのルートオブジェクトを指定することで、ウェブディ
ストリビューションのコンテンツの漏洩を防止できます。

Note

このコントロールは、米国東部 (バージニア北部) でのみサポートされます。

修正

ディストリビューションのデフォルトルートオブジェクトを指定する方法の詳細については、「Amazon 
CloudFront 開発者ガイド」の「デフォルトのルートオブジェクトの指定」を参照してください。

[CloudFront.2] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンアクセスアイ
デンティティを有効にする必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > リソースポリシーの設定

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::CloudFront::Distribution

AWS Config ルール : cloudfront-origin-access-identity-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon S3 オリジンタイプを使用する Amazon CloudFront ディストリビューショ
ンにオリジンアクセスアイデンティティ (OAI) が設定されているかどうかをチェックします。OAI が設定
されていない場合、コントロールは失敗します。

CloudFront OAI は、ユーザーが S3 バケットコンテンツに直接アクセスできないようにします。ユーザー
が S3 バケットに直接アクセスすると、CloudFront ディストリビューションと、基盤となる S3 バケット
コンテンツに適用されるすべての許可が効果的に回避されます。

Note

このコントロールは、米国東部 (バージニア北部) でのみサポートされます。

修正

詳細な修正手順については、「Amazon CloudFront 開発者ガイド」の「CloudFront OAI を作成してディス
トリビューションに追加する」を参照してください。
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[CloudFront.3] CloudFront ディストリビューションでは、転送中に暗号化が必要
となります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::CloudFront::Distribution

AWS Config ルール : cloudfront-viewer-policy-https

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon CloudFront ディストリビューションで視聴者が HTTPS を直接使用す
る必要性、またはリダイレクトを使用するかどうかをチェックします。ViewerProtocolPolicy が
defaultCacheBehavior または cacheBehaviors の allow-all に設定されている場合、コントロー
ルは失敗します。

HTTPS (TLS) を使用すると、潜在的な攻撃者が中間者攻撃または同様の攻撃を使用してネットワークトラ
フィックを盗聴または操作することを防止できます。HTTPS (TLS) 経由の暗号化された接続のみを許可す
る必要があります。転送中のデータの暗号化は、パフォーマンスに影響する可能性があります。TLS のパ
フォーマンスプロファイルと TLS の影響を把握するには、この機能を使用してアプリケーションをテスト
する必要があります。

Note

このコントロールは、米国東部 (バージニア北部) でのみサポートされます。

修正

詳細な修正手順については、「Amazon CloudFront 開発者ガイド」の「ビューワーと CloudFront 間の通
信で HTTPS を必須にする」を参照してください。

[CloudFront.4] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンフェイルオー
バーが設定されている必要があります

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 低

リソースタイプ : AWS::CloudFront::Distribution

AWS Config ルール : cloudfront-origin-failover-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon CloudFront ディストリビューションが 2 つ以上のオリジンを使用するオリ
ジングループで構成されているかどうかをチェックします。

CloudFront オリジンのフェイルオーバーにより、可用性を向上できます。オリジンフェイルオーバーは、
プライマリオリジンが使用できない場合、または特定の HTTP レスポンスステータスコードを返した場合
に、自動的にセカンダリーオリジンにトラフィックをリダイレクトします。
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Note

このコントロールは、米国東部 (バージニア北部) でのみサポートされます。

修正

詳細な修正手順については、「Amazon CloudFront 開発者ガイド」の「オリジングループの作成」を参照
してください。

[CloudFront.5] CloudFront ディストリビューションでは、ログ記録を有効にする
必要があります

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::CloudFront::Distribution

AWS Config ルール : cloudfront-accesslogs-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、CloudFront ディストリビューションでサーバーアクセスのログ記録が有効になって
いるかどうかをチェックします。ディストリビューションでアクセスのログ記録が有効でない場合、コン
トロールは失敗します。

CloudFront アクセスログは、CloudFront が受信するすべてのユーザーリクエストに関する詳細情報を提供
します。各ログには、リクエストが受信された日時、リクエストを行ったビューワーの IP アドレス、リク
エストソース、ビューワーからのリクエストポート番号などの情報が含まれます。

これらのログは、セキュリティ監査やアクセス監査、証拠調査などのアプリケーションに役立ちます。
アクセスログの分析方法に関する追加のガイダンスについては、「Amazon Athena ユーザーガイド」の
「Amazon CloudFront ログのクエリ」を参照してください。

Note

このコントロールは、米国東部 (バージニア北部) でのみサポートされます。

修正

CloudFront ディストリビューションのアクセスログ記録の設定方法については、「Amazon CloudFront 開
発者ガイド」の「標準ログ (アクセスログ) の設定および使用」を参照してください。

[CloudFront.6] CloudFront ディストリビューションでは、AWS WAF を有効にす
る必要があります

カテゴリ: 保護 > 保護サービス

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::CloudFront::Distribution

AWS Config ルール : cloudfront-associated-with-waf

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし
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このコントロールは、CloudFront ディストリビューションが AWS WAF または AWS WAF v2 ウェブ ACL 
のいずれかと関連付けられているかどうかをチェックします。ディストリビューションがウェブ ACL に関
連付けられていない場合、コントロールは失敗します。

AWS WAF は、ウェブアプリケーションと API を攻撃から保護するウェブアプリケーションファイア
ウォールです。これで、ウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) と呼ばれる一連のルールを設定
することができます。このルールは、ユーザーが定義するカスタマイズ可能なウェブセキュリティルール
と条件に基づいて、ウェブリクエストを許可、ブロック、またはカウントします。CloudFront ディストリ
ビューションを悪意のある攻撃から保護するために、AWS WAF ウェブ ACL に確実に関連付けられている
ことを確認しください。

Note

このコントロールは、米国東部 (バージニア北部) でのみサポートされます。

修正

ウェブ ACL と CloudFront ディストリビューションを関連付ける方法の詳細については、「Amazon 
CloudFront 開発者ガイド」の「AWS WAF を使用してコンテンツへのアクセスの管理」を参照してくださ
い。

[CloudFront.7] CloudFront ディストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明
書を使用する必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::CloudFront::Distribution

AWS Config ルール : cloudfront-custom-ssl-certificate

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、CloudFront ディストリビューションで、CloudFront が提供するデフォルトの SSL/
TLS 証明書を使用しているかどうかをチェックします。CloudFront ディストリビューションで、カスタム 
SSL/TLS 証明書が使用されている場合に、このコントロールは成功します。CloudFront ディストリビュー
ションで、デフォルト SSL/TLS 証明書が使用されている場合に、このコントロールは失敗します。

カスタム SSL/TLS を使用すると、ユーザーは代替ドメイン名を使用してコンテンツにアクセスできます。
カスタム証明書は AWS Certificate Manager (推奨)、または IAM で保存できます。

Note

このコントロールは、米国東部 (バージニア北部) でのみサポートされます。

修正

CloudFront ディストリビューション用のカスタム SSL/TLS 証明書を使用して代替ドメイン名を追加する
場合、「Amazon CloudFront 開発者ガイド」の「代替ドメイン名の追加」を参照してください。

[CloudFront.8] CloudFront ディストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS 
リクエストを処理する必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 低
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リソースタイプ : AWS::CloudFront::Distribution

AWS Config ルール : cloudfront-sni-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon CloudFront ディストリビューションでカスタム SSL/TLS 証明書が使用さ
れていて、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理するように設定されているかチェックします。カス
タム SSL/TLS 証明書が関連付けられているものの、SSL/TLS サポートメソッドが専用 IP アドレスである
場合、このコントロールは失敗します。

Server Name Indication (SNI) は、2010 年以降にリリースされたブラウザとクライアントでサポートさ
れている TLS プロトコルを拡張したものです。SNI を使用して HTTPS リクエストに対応するように 
CloudFront を設定した場合、CloudFront は代替ドメイン名を各エッジロケーションの IP アドレスと関連
付けます。ビューワーがコンテンツに対して HTTPS リクエストを送信すると、DNS は、正しいエッジロ
ケーションの IP アドレスにリクエストをルーティングします。ドメイン名の IP アドレスが SSL/TLS ハン
ドシェイクネゴシエーション中に決定されます。IP アドレスはディストリビューション専用にはなりませ
ん。

Note

このコントロールは、米国東部 (バージニア北部) でのみサポートされます。

修正

SNI を使用して HTTPS リクエストを処理するように CloudFront ディストリビューションを設定するに
は、「CloudFront 開発者ガイド」の「SNI を使用した HTTPS リクエストの処理 (ほとんどのクライアント
で動作)」を参照してください。

[CloudFront.9] CloudFront ディストリビューションでは、カスタムオリジンへの
トラフィックを暗号化する必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::CloudFront::Distribution

AWS Config ルール : cloudfront-traffic-to-origin-encrypted

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon CloudFront ディストリビューションがカスタムオリジンへのトラフィック
を暗号化しているかチェックします。このコントロールは、オリジンプロトコルポリシーが「http-only」
を許可されている CloudFront ディストリビューションでは失敗します。ディストリビューションのオリジ
ンプロトコルポリシーが「match-viewer」で、ビューワープロトコルポリシーが「allow-all」である場合に
も、このコントロールは失敗します。

HTTPS (TLS) は、ネットワークトラフィックの傍受や操作を防止するために使用できます。HTTPS (TLS) 
経由の暗号化された接続のみを許可する必要があります。

Note

このコントロールは、米国東部 (バージニア北部) でのみサポートされます。
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修正

CloudFront 接続の暗号化を要求するようにオリジンプロトコルポリシーを更新するには、「Amazon 
CloudFront 開発者ガイド」の「CloudFront とカスタムオリジン間の通信で HTTPS を必須にする」を参照
してください。

[CloudFront.10] CloudFront ディストリビューションは、エッジロケーションとカ
スタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::CloudFront::Distribution

AWS Config ルール : cloudfront-no-deprecated-ssl-protocols

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon CloudFront ディストリビューションが、CloudFront エッジロケー
ションとカスタムオリジン間の HTTPS 通信に、非推奨の SSL プロトコルを使用しているかどうかを
チェックします。CloudFront ディストリビューションに、OriginSslProtocols が SSLv3 を含む
CustomOriginConfig が使用されていると、このコントロールは失敗します。

2015 年、Internet Engineering Task Force (IETF) は、SSL 3.0 はプロトコルの安全性が不十分であること
から廃止すべきであると、正式に発表しました。カスタムオリジンへの HTTPS 通信には、TLSv1.2 以降
を使用することが推奨されます。

Note

このコントロールは、米国東部 (バージニア北部) でのみサポートされます。

修正

CloudFront ディストリビューションのオリジン SSL プロトコルを更新する方法については、「Amazon 
CloudFront デベロッパーガイド」の「CloudFront とカスタムオリジン間の通信で HTTPS を必須にする」
を参照してください。

[CloudFront.12] CloudFront ディストリビューションは、存在しない S3 オリジン
をポイントしない必要があります。

カテゴリ: 識別 > リソース設定

重要度: 高

リソースタイプ : AWS::CloudFront::Distribution

AWS Config ルール : cloudfront-s3-origin-non-existent-bucket

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon CloudFront ディストリビューションが存在しない Amazon S3 オリジンを
ポイントしていないかどうかを確認します。存在しないバケットをポイントするようにオリジンが設定
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されている場合、CloudFront ディストリビューション用のコントロールは失敗します。このコントロー
ルは、静的ウェブサイトホスティングのない S3 バケットが S3 オリジンである CloudFront ディストリ
ビューションのみに適用されます。

アカウントの CloudFront ディストリビューションが、存在しないバケットをポイントする設定になって
いる場合、悪意のある第三者が参照先のバケットを作成し、ディストリビューションを通して独自のコン
テンツを供給してくる恐れがあります。ルーティング動作に関係なくすべてのオリジンをチェックして、
ディストリビューションが適切なオリジンをポイントしていることを確認することをお勧めします。

Note

このコントロールは、米国東部 (バージニア北部) でのみサポートされます。

修正

CloudFront ディストリビューションを変更して新しいオリジンをポイントさせるには、「Amazon 
CloudFront デベロッパーガイド」の「ディストリビューションの更新」を参照してください。

[CloudTrail.1] CloudTrail を有効にして、少なくとも 1 つのマルチリージョンの追
跡で、読み取りと書き込みの管理イベントを含めた設定をする必要があります。

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 高

リソースタイプ: AWS アカウント

AWS Config ルール : multi-region-cloudtrail-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

• readWriteType: ALL

このコントロールは、マルチリージョンの CloudTrail 追跡が少なくとも 1 つあることをチェックします。
また、ExcludeManagementEventSources パラメータは少なくとも 1 つの軌跡に対して空です。

AWS CloudTrail はユーザーアカウントの AWS API コールを記録し、ログファイルをユーザーに送信しま
す。記録された情報には、以下の情報が含まれます。

• API 発信者の ID
• API コールの時刻
• API 発信者の送信元 IP アドレス
• パラメータのリクエスト
• AWS のサービス によって返されるレスポンス要素

CloudTrail は、AWS Management Console、AWS SDK、コマンドラインツールから実行された API コー
ルを含むアカウントに対して AWS API コールの履歴を提供します。履歴には、AWS CloudFormation な
どの AWS のサービス サービスの上位レベルからの API コールも含まれます。

CloudTrail で生成される AWS API コールの履歴を利用して、セキュリティ分析、リソース変更の追跡、お
よびコンプライアンスの監査を行うことができます。マルチリージョン追跡には、次の利点もあります。

• マルチリージョン追跡により、使用していないリージョンで発生する予期しないアクティビティを検出
できます。
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• マルチリージョン追跡では、グローバルサービスイベントのログ記録がデフォルトで追跡に対して確実
に有効になっています。グローバルサービスイベントのログ記録では、AWS グローバルサービスによっ
て生成されたイベントが記録されます。

• マルチリージョン追跡では、すべての読み取りオペレーションと書き込みオペレーションの管理イベン
トによって、CloudTrail がすべての AWS アカウントのリソースに対する管理オペレーションを確実に
記録します。

デフォルトでは、AWS Management Console を使用して作成される CloudTrail 追跡はマルチリージョン
追跡です。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

この問題を解決するには、CloudTrail で新しいマルチリージョン追跡を作成します。

CloudTrail に新しい追跡を作成するには

1. CloudTrail コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/) を開きます。
2. これまでに CloudTrail を使用したことがない場合は、[Get Started Now] (今すぐ始める) を選択しま

す。
3. [Trails] (追跡) を選択し、[Create trail] (追跡の作成) を選択します。
4. 追跡の名前を入力します。
5. [Storage location] (ストレージのロケーション) で、次のいずれかの操作を行います。

a. CloudTrail ログ用に新しい S3 バケットを作成するには、[Create a new S3 bucket] (新しい S3 バ
ケットを作成) で、[Yes] (はい) を選択し、新しい S3 バケットの名前を入力します。

b. 既存の S3 バケットを使用するには、[Create a new S3 bucket] (新しい S3 バケットを作成) で
[No] (いいえ) を選択し、使用する S3 バケットを選択します。

6. [Additional settings] (その他の設定) で、[Advanced] (詳細設定) を選択します。[Enable log file 
validation] (ログファイルの検証を有効化) で、[Enabled] (有効) を選択します。

7. [Create] (作成) を選択します。

CloudTrail の既存の追跡を更新するには

1. CloudTrail コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/) を開きます。
2. [Trails] (追跡) を選択します。
3. [Name] (名前) 列で、追跡の名前を選択します。
4. [Management events] (管理イベント) で、[Edit] (編集) を選択します。
5. [Read/Write events] (読み取り/書き込みイベント) で、[Management events] (管理イベント) を選択し

ます。
6. [API Activity] (API アクティビティ) で、[Read] (読み取り) と [Write] (書き込み) を選択します。

[CloudTrail.2] CloudTrail は、保管中の暗号化を有効にする必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::CloudTrail::Trail
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AWS Config ルール : cloud-trail-encryption-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ : なし

このコントロールは、CloudTrail がサーバー側の暗号化 (SSE) AWS KMS key 暗号化を使用するよう設定
されているかどうかをチェックします。KmsKeyId が定義されている場合、チェックは成功します。

機密性の高い CloudTrail ログファイルのセキュリティ強化として、「AWS KMS マネージドキー (SSE-
KMS) を使用したサーバー側の暗号化」を CloudTrail ログファイルの保管中の暗号化に使用する必要があ
ります。デフォルトでは、CloudTrail によってバケットに配信されるログファイルは、「Amazon S3 マ
ネージド暗号化キーによる Amazon サーバー側の暗号化 (SSE-S3)」によって暗号化されることに注意し
てください。

修正

この問題を修正するには、追跡を更新して、ログファイルに対して SSE-KMS 暗号化を有効にします。

CloudTrail ログの暗号化を有効にするには

1. CloudTrail コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/) を開きます。
2. [Trails] (追跡) を選択します。
3. 更新する追跡を選択します。
4. [General details] (一般的な詳細) で、[Edit] (編集) を選択します。
5. [Log file SSE-KMS encryption] (ログファイルの SSE-KMS 暗号化) を使用する場合、[Enabled] (有効) 

を選択してください。
6. [Create a new KMS key] (新規の KMS キーの作成) で、次のいずれかの操作を行います。

• [Create a new tag key] (新規のタグキーの作成) を選択します。次に、[AWS KMS alias] (KMS エイ
リアス) に、キーのエイリアスを入力します。キーは、S3 バケットと同じリージョンに作成されま
す。

• 既存のキーを使用するには、[Existing] (既存) を選択し、[AWS KMS alias] (KMS エイリアス) から
キーを選択します。

AWS KMS キーおよび S3 バケットは同じリージョンにある必要があります。
7. [Save] (保存) を選択します。

KMS キーと正常にやり取りするためには、CloudTrail のポリシーを変更する必要がある場合があり
ます。詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「AWS KMS マネージドキー (SSE-
KMS) による CloudTrail ログファイルの暗号化」を参照してください。

[CloudTrail.4] CloudTrail ログファイルの検証が確実に有効になっていることを確
認します

カテゴリ: データ保護 > データの整合性

重要度: 低

リソースタイプ : AWS::CloudTrail::Trail

AWS Config ルール : cloud-trail-log-file-validation-enabled

スケジュールタイプ: 定期的
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パラメータ : なし

このコントロールは、CloudTrail 追跡でログファイルの整合性の検証が有効になっているかどうかを
チェックします。

CloudTrail ログファイルの検証では、CloudTrail が Amazon S3 に書き込む各ログのハッシュを含むデジタ
ル署名されたダイジェストファイルを作成します。これらのダイジェストファイルを使用して、CloudTrail 
がログを配信した後でログファイルが変更、削除、または変更されなかったかどうかを判断できます。

Security Hub では、すべての追跡でファイルの検証を有効にすることを推奨します。ログファイルの検証
により、CloudTrail ログの追加の整合性チェックが提供されます。

詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「バリデーションの有効化とファイルの検証」を
参照してください。

修正

この問題を解決するには、CloudTrail 追跡を更新して、ログファイルの検証を有効にしてください。

CloudTrail のログファイル検証を有効にするには

1. CloudTrail コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/) を開きます。
2. [Trails] (追跡) を選択します。
3. [Name] (名前) で、編集する追跡の名前を選択します。
4. [General details] (一般的な詳細) で、[Edit] (編集) を選択します。
5. [Additional settings] (その他の設定) で、[Log file validation] (ログファイルの検証) に対して、[Enabled]

(有効) を選択します。
6. [Save changes] (変更の保存) を選択します。

詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「CloudTrail ログファイルの整合性の検証」を参
照してください。

[CloudTrail.5] CloudTrail 追跡が Amazon CloudWatch Logs と確実に統合されてい
ることを確認します

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 低

リソースタイプ : AWS::CloudTrail::Trail

AWS Config ルール : cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ : なし

このコントロールは、CloudWatch Logs にログを送信するように CloudTrail 追跡が設定されているかどう
かをチェックします。追跡の CloudWatchLogsLogGroupArn プロパティが空の場合、コントロールは失
敗します。

CloudTrail は、指定されたアカウントで実行される AWS API コールを記録します。記録された情報には、
以下が含まれます。

• API 発信者のアイデンティティ
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• API コールの時刻
• API 発信者の送信元 IP アドレス
• リクエストパラメータ
• AWS のサービス によって返されるレスポンス要素

CloudTrail はログファイルの保存と配信に Amazon S3 を使用します。長期分析のために、指定した S3 バ
ケットの CloudTrail ログをキャプチャできます。リアルタイム分析を実行するには、CloudWatch Logs に
ログを送信するように CloudTrail を設定できます。

アカウント内のすべてのリージョンで有効になっている追跡では、CloudTrail はそれらすべてのリージョ
ンからログファイルを CloudWatch Logs ロググループに送信します。

Security Hub では、CloudTrail ログを CloudWatch Logs に送信することを推奨します。この推奨事項は、
アカウントアクティビティが確実にキャプチャおよびモニタリングされ、適切なアラームが出されること
を確認する目的であることにご注意ください CloudWatch Logs を使用して、これを AWS のサービス に設
定することができます。この推奨事項は、別のソリューションの使用を除外するものではありません。

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に送信すると、ユーザー、API、リソース、および IP アドレスに基づ
いてリアルタイムおよび過去のアクティビティを簡単にログに記録できます。この方法を使用して、異常
または機密性の高いアカウントアクティビティに対してアラームと通知を確立できます。

修正

コンソールを使用して CloudTrail と CloudWatch Logs の統合を有効にできます。

CloudTrail と CloudWatch Logs の統合を有効にするには

1. CloudTrail コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/) を開きます。
2. [Trails] (追跡) を選択します。
3. [CloudWatch Logs Log group] (CloudWatch Logs ログのグループ) の値のない追跡を選択してくださ

い。
4. [CloudWatch Logs] で、[Edit] (編集) を選択します。
5. [Enabled] (有効) を選択します。
6. [Log group] (ロググループ) で、次のいずれかの操作を行います。

• デフォルトのロググループを使用するには、名前を変更しないでください。
• 既存のロググループを使用するには、[Existing] (既存) を選択し、使用するロググループの名前を入

力します。
• 新しいロググループを作成するには、[New] (新規) を選択し、作成するロググループの名前を入力

します。
7. [IAM role] (IAM ロール) で、次のいずれかを実行します。

• 既存のロールを使用する場合は、[Existing] (既存) を選択し、次にドロップダウンリストからロール
を選択します。

• 新しいロールを作成する場合は、[New] (新規) を選択し、作成するロールの名前を入力します。新
しいロールには、必要な許可を付与するポリシーが割り当てられます。

ロールに付与された許可を表示するには、[Policy document] (ポリシードキュメント) を展開します。
8. [Save changes] (変更の保存) を選択します。

詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「コンソールを使用して CloudWatch Logs のモ
ニタリングを設定する」を参照してください。

389

https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/send-cloudtrail-events-to-cloudwatch-logs.html#send-cloudtrail-events-to-cloudwatch-logs-console
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/send-cloudtrail-events-to-cloudwatch-logs.html#send-cloudtrail-events-to-cloudwatch-logs-console


AWS Security Hub ユーザーガイド
AWS Foundational Security Best Practices 標準

[CodeBuild.1] CodeBuild GitHub または Bitbucket のソースリポジトリの URL 
は、OAuth を使用する必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアな開発

重要度: 非常事態

リソースタイプ : AWS::CodeBuild::Project

AWS Config ルール : codebuild-project-source-repo-url-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、GitHub または Bitbucket のソースレポジトリの URL に、個人用のアクセストークン
またはユーザー名とパスワードが含まれているかどうかをチェックします。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

サインイン認証情報は、クリアテキストで保存または送信したり、リポジトリ URL に表示しないでくだ
さい。GitHub または Bitbucket リポジトリへのアクセス認可を付与するには、個人のアクセストークンま
たはサインイン認証情報ではなく、OAuth を使用します。個人用アクセストークンまたはユーザー名とパ
スワードを使用すると、意図しないデータ漏えいや不正アクセスに認証情報が公開される可能性がありま
す。

修正

CodeBuild プロジェクトを更新することで OAuth を使用できます。

基本認証/(GitHub) 個人用のアクセストークンを CodeBuild プロジェクトソースから削除するには

1. CodeBuild コンソール (https://console.aws.amazon.com/codebuild/) を開きます。
2. 個人用のアクセストークンまたはユーザー名とパスワードを含むビルドプロジェクトを選択します。
3. [Edit] (編集) から、[Source] (ソース) を選択します。
4. [Disconnect from GitHub / Bitbucket] (GitHub/Bitbucket から切断) を選択します。
5. [Connect using OAuth] (OAuth を使用して接続する) を選択し、[Connect to GitHub / Bitbucket]

(GitHub/Bitbucket に接続する) を選択します。
6. プロンプトが表示されたら、[authorize as appropriate] (必要に応じて認可)を選択します。
7. 必要に応じて、[Repository URL] (リポジトリ URL) と [additional configuration] (追加の設定) を再設定

します。
8. [Update source] (ソースの更新) を選択します。

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「CodeBuild ユースケースベースのサンプル」を
参照してください。
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[CodeBuild.2] CodeBuild プロジェクト環境変数にクリアテキストの認証情報を含
めることはできません

カテゴリ: 保護 > セキュアな開発

重要度: 非常事態

リソースタイプ : AWS::CodeBuild::Project

AWS Config ルール : codebuild-project-envvar-awscred-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、プロジェクトに環境変数 AWS_ACCESS_KEY_ID と AWS_SECRET_ACCESS_KEY が
含まれているかどうかをチェックします。

認証情報 AWS_ACCESS_KEY_ID および AWS_SECRET_ACCESS_KEY はクリアテキストで保存しないでく
ださい。これは、意図しないデータ漏えいや不正アクセスに認証情報が公開される可能性があるためで
す。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

この問題を解決するには、CodeBuild プロジェクトを更新して環境変数を削除します。

CodeBuild プロジェクトから環境変数を削除するには

1. CodeBuild コンソール (https://console.aws.amazon.com/codebuild/) を開きます。
2. [Build] (ビルド) を展開します。
3. [Build project] (ビルドプロジェクト) を選択して、プレーンテキストの認証情報を含むビルドプロジェ

クトを選択します。
4. [Edit] (編集) から [Environment] (環境) を選択します。
5. [Additional configuration] (追加設定) を展開します。
6. 環境変数の横にある [Remove] (削除) を選択します。
7. [Update environment] (環境の更新) を選択します。

重要な値は AWS Systems Manager パラメータストアに保存後、ビルド仕様から取得するには

1. CodeBuild コンソール (https://console.aws.amazon.com/codebuild/) を開きます。
2. [Build] (ビルド) を展開します。
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3. [Build project] (ビルドプロジェクト) を選択して、プレーンテキストの認証情報を含むビルドプロジェ
クトを選択します。

4. [Edit] (編集) から [Environment] (環境) を選択します。
5. [Additional configuration] (追加設定) を展開し、[Environment variables] (環境変数) までスクロールし

ます。
6. 「このチュートリアル」に従って、機密データを含む Systems Manager パラメータを作成します。
7. パラメータを作成したら、パラメータ名をコピーします。
8. CodeBuild コンソールに戻り、[Create environmental variable] (環境変数の作成) を選択します。
9. ビルド仕様に表示される変数の名前を入力します。
10. [Value] (値) には、パラメータの名前を貼り付けます。
11. [Type] (タイプ) で [Parameter] (パラメータ) を選択します。
12. プレーンテキストの認証情報を含む非準拠の環境変数を削除するには、[Remove] (削除) を選択しま

す。
13. [Update environment] (環境の更新) を選択します。

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「ビルド環境の環境変数」を参照してください。

[CodeBuild.3] CodeBuild S3 ログは暗号化する必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 低

リソースタイプ : AWS::CodeBuild::Project

AWS Config ルール : codebuild-project-s3-logs-encrypted

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、AWS CodeBuild プロジェクトの Amazon S3 ログが暗号化されているかどうかを確
認します。CodeBuild プロジェクトの S3 ログの暗号化が無効になっていると、コントロールは失敗しま
す。

保管中のデータの暗号化は、データ周辺にアクセス管理のレイヤーを追加するために推奨されるベストプ
ラクティスです。保管中のログを暗号化すると、AWS に認証されていないユーザーがディスクに保存され
ているデータにアクセスすることのリスクが軽減されます。権限のないユーザーがデータにアクセスでき
る能力を制限するための一連のアクセスコントロールが追加されます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)
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修正

CodeBuild プロジェクトの S3 ログの暗号化設定を変更するには、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の
「AWS CodeBuild でのビルドプロジェクトの設定の変更」を参照してください。

[CodeBuild.4] CodeBuild プロジェクト環境にはログ記録の設定が必要です

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::CodeBuild::Project

AWS Config ルール : codebuild-project-logging-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、CodeBuild プロジェクト環境で S3 または CloudWatch ログが有効になっているロ
グオプションが、少なくとも 1 つあるかどうかをチェックします。CodeBuild プロジェクト環境で少なく
とも 1 つのログオプションが有効になっていない場合は、このコントロールは失敗します。

セキュリティの観点から、ログ記録はセキュリティインシデントが発生した場合に、将来的に証拠の取
り組みを可能にするために重要な機能です。CodeBuild プロジェクトの異常を脅威検出と関連付けること
で、これらの脅威検出の精度に対する信頼性を高めることができます。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

CodeBuild プロジェクトログの設定方法の詳細については、「CodeBuild ユーザーガイド」の「ビルドプ
ロジェクトの作成 (コンソール)」を参照してください。

[CodeBuild.5] CodeBuild プロジェクト環境では特権モードを有効にしないでくだ
さい

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 高

リソースタイプ : AWS::CodeBuild::Project

AWS Config ルール : codebuild-project-environment-privileged-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、AWS CodeBuild CodeBuild プロジェクト環境で特権モードが有効にかどうかを
チェックします。このコントロールは、AWS CodeBuild CodeBuild プロジェクト環境で特権モードが有効
な場合は失敗します。

デフォルトでは、Docker コンテナはどのデバイスにもアクセスを許可できません。権限モードは、ビ
ルドプロジェクトの Docker コンテナにすべてのデバイスへのアクセスを許可します。Docker コンテ
ナ内で Docker デーモンを実行するには、privilegedMode を値 true で 設定します。Docker デーモ
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ンは、Docker API リクエストをリッスンし、イメージ、コンテナ、ネットワーク、ボリュームなどの 
Docker オブジェクトを管理します。このパラメータは、ビルドプロジェクトを使用して Docker イメージ
をビルドする場合にのみ、true に設定する必要があります。それ以外の場合は、Docker API およびコン
テナの基盤となるハードウェアへの意図しないアクセスを防ぐため、この設定を無効にする必要がありま
す。これは、privilegedMode への意図しないアクセスが悪意のある改ざんや重要なリソースの削除に
おいてリスクを伴う可能性があります。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

CodeBuild プロジェクト環境設定の設定方法の詳細については、「CodeBuild ユーザーガイド」の「ビル
ドプロジェクトの作成 (コンソール)」を参照してください。

[Config.1] AWS Config を有効にする必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ

重要度: 中

リソースタイプ : AWS アカウント

AWS Config ルール: なし

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ : なし

このコントロールは、ローカルリージョンのアカウントで AWS Config が有効になっているかどうか、お
よびすべてのリソースを記録しているかどうかをチェックします。

AWS Config サービスは、アカウント内のサポートされている AWS リソースの設定管理を実行し、ログ
ファイルを配信します。記録される情報には、設定項目 (AWS リソース)、設定項目間の関係、およびリ
ソース間の設定変更が含まれます。

Security Hub では、すべてのリージョンで AWS Config を有効にすることを推奨しています。AWS Config 
がキャプチャする AWS 設定項目の履歴により、セキュリティ分析、リソース変更の追跡、およびコンプ
ライアンスの監査を行うことができます。

Note

Config.1 では、Security Hub を使用するすべてのリージョンで AWS Config を有効にすることが
要求されています。
Security Hub はリージョナルサービスであるため、このコントロールに対して実行されるチェッ
クでは、アカウントの現在のリージョンのみがチェックされます。すべてのリージョンが確認さ
れるわけではありません。
また、グローバルリソースに対するセキュリティチェックを各リージョンで許可するには、グ
ローバルリソースも記録する必要があります。グローバルリソースを 1 つのリージョンにのみ記
録する場合は、グローバルリソースを記録するリージョン以外のすべてのリージョンでこのコン
トロールを無効にすることができます。
グローバルリソース記録が有効になっていないリージョンで
は、IAM.1、IAM.2、IAM.3、IAM.5、IAM.8、IAM.21 を無効にすることも検討してください。IAM 
はグローバルサービスであるため、IAM リソースはグローバルリソース記録が有効になっている
リージョンでのみ記録されます。

詳細については、「AWS Config 開発者ガイド」の「AWS Config の使用開始」を参照してください。
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修正

AWS Config を有効にした後、すべてのリソースを記録するように設定します。

AWS Config 設定を構成するには

1. AWS Config コンソール (https://console.aws.amazon.com/config/) を開きます。
2. AWS Config を設定するリージョンを選択します。
3. AWS Config をこれまでに使用したことがない場合は、「AWS Config デベロッパーガイド」の「使用

の開始」を参照してください。
4. メニューから [Settings] (設定) ページに進み、次を実行します。

• [Edit] (編集) を選択します。
• [Resource types to record] (記録するリソースタイプ) で、[Record all resources supported in this 

region] (このリージョンでサポートされているすべてのリソースを記録します) および [Include 
global resources (e.g., AWS IAM resources)] (グローバルリソースを含める(例: IAM リソース)) を選
択します。

• [Data retention period] (データ保持期間) で、AWS Config データのデフォルトの保持期間を選択す
るか、個別に保持期間を指定します。

• [AWS Config role] (ロール) で、[Create AWS Config service-linked role] (サービスにリンクされた
ロールの作成) を選択するか、[Choose a role from your account] (アカウントからロールを選択) を
選択し、使用するロールを選択します。

• [Amazon S3 bucket] (Amazon S3 バケット) で、バケットを使用するか、バケットを作成し、必要に
応じてプレフィックスを含めます。

• [Amazon SNS topic] (Amazon SNS トピック) で、アカウントから Amazon SNS トピックを選択
するか、トピックを作成します。Amazon SNS の詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service の使用開始ガイド」を参照してください。

5. [Save] (保存) を選択します。

AWS CLI から AWS Config を使用する方法の詳細については、「AWS Config 開発者ガイド」の「AWS 
Config の有効化」を参照してください。

AWS CloudFormation テンプレートを使用してこのプロセスを自動化することもできます。詳細について
は、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS CloudFormation StackSets サンプルテンプレー
ト」を参照してください。

[DMS.1] AWS Database Migration Service レプリケーションインスタンスは、パ
ブリックでない必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 非常事態

リソースタイプ : AWS::DMS::ReplicationInstance

AWS Config ルール : dms-replication-not-public

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ : なし

このコントロールは、AWS DMS レプリケーションインスタンスがパブリックかどうかをチェックしま
す。これを行うために、PubliclyAccessible フィールドの値を調査します。

プライベートレプリケーションインスタンスには、レプリケーションネットワーク外からアクセスできな
いプライベート IP アドレスがあります。ソースデータベースとターゲットデータベースが同じネットワー
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ク内にある場合、レプリケーションインスタンスにはプライベート IP アドレスが必要です。また、ネット
ワークは VPN、AWS Direct Connect、VPC ピアリングを使用してレプリケーションインスタンスの VPC 
に接続する必要があります。パブリックおよびプライベートレプリケーションインスタンスの詳細につい
ては、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「パブリックおよびプライベートレプリ
ケーションインスタンス」を参照してください。

また、AWS DMS インスタンス設定へのアクセスが認可されたユーザーのみに制限されていることも確認
する必要があります。これを行うには、ユーザーの IAM 許可を AWS DMS 設定とリソースの変更に制限
します。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

修正

レプリケーションインスタンスの作成後は、パブリックアクセス設定を変更できないことに注意してくだ
さい。削除して再作成する必要があります。

AWS DMS レプリケーションインスタンスでパブリックアクセスをブロックする設定

1. AWS Database Migration Service コンソール (https://console.aws.amazon.com/dms/) を開きます。
2. [Replication instances] (レプリケーションインスタンス) に移動し、パブリックインスタンスを削除し

ます。インスタンスを選択し、[Actions] (アクション)、[Delete] (削除) の順に選択します。
3. [Create replication instance] (レプリケーションインスタンスの作成) を選択します。設定の詳細を入力

します。
4. パブリックアクセスを無効にするには、[Publicly accessible] (パブリックアクセス可能) が選択されて

いないことを確認します。
5. [Create] (作成) を選択します。

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「レプリケーションインスタン
スの作成」のセクションを参照してください。

[DynamoDB.1] DynamoDB テーブルは、需要に応じて容量をオートスケーリング
する必要があります

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::DynamoDB::Table

AWS Config ルール : dynamodb-autoscaling-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon DynamoDB テーブルが必要に応じて読み取りおよび書き込み容量をスケー
リングできるかどうかをチェックします。テーブルでオートスケーリングが設定されたオンデマンドキャ
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https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_ReplicationInstance.html#CHAP_ReplicationInstance.PublicPrivate
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パシティモードまたはプロビジョンモードを使用する場合に、このコントロールは成功します。需要に応
じて容量をスケーリングすると、スロットリング例外を回避し、アプリケーションの可用性を維持するの
に役立ちます。

オンデマンドキャパシティモードの DynamoDB テーブルは、DynamoDB スループットのデフォルトテー
ブルクォータによってのみ制限されます。これらのクォータを増加するには、AWS Support を介してサ
ポートチケットを提出できます。

オートスケーリングを使用したプロビジョニングモードの DynamoDB テーブルでは、トラフィックパ
ターンに応じてプロビジョンドスループット性能を動的に調整します。DynamoDB リクエストスロットリ
ングの詳細については、「Amazon DynamoDB 開発者ガイド」の「リクエストのスロットリングとバース
トキャパシティ」を参照してください。

Note

このコントロールは、AWS GovCloud (米国東部) または AWS GovCloud (米国西部) ではサポー
トされていません。

修正

キャパシティモードで既存テーブルの DynamoDB オートスケーリングを有効にする詳細な手順について
は、「Amazon DynamoDB 開発者ガイド」の「既存のテーブルでの DynamoDB Auto Scaling の有効化」
を参照してください。

[DynamoDB.2] DynamoDB テーブルでは、ポイントインタイムリカバリが有効に
なっている必要があります。

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > バックアップの有効化

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::DynamoDB::Table

AWS Config ルール : dynamodb-pitr-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon DynamoDB テーブルに対してポイントインタイムリカバリ (PITR) が有効
になっているかどうかをチェックします。

バックアップは、セキュリティインシデントからより迅速に復元するために役立ちます。また、システ
ムの耐障害性を強化します。DynamoDB のポイントインタイムリカバリでは、DynamoDB テーブルの
バックアップがオートメーションされます。偶発的な削除や書き込み操作から回復する時間が短縮されま
す。PITR を有効にした DynamoDB テーブルは、過去 35 日間の任意の時点に復元できます。

修正

この問題を修正するには、DynamoDB テーブルにポイントインタイムリカバリを追加します。

既存テーブルの DynamoDB ポイントインタイムリカバリを有効にするには

1. DynamoDB コンソールを (https://console.aws.amazon.com/dynamodb/) で開きます。
2. 使用するテーブルを選択してから、[Backups] (バックアップ) を選択します。
3. [Point-in-time Recovery] (ポイントインタイムリカバリ) セクションの [Status] (ステータス) 

で、[Enable] (有効) を選択します。
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http://aws.amazon.com/support
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ProvisionedThroughput.html#ProvisionedThroughput.Throttling
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4. [Enable] (有効) をもう一度選択し、変更を確認します。

[DynamoDB.3] DynamoDB Accelerator (DAX) クラスターは、保管中に暗号化する
必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::DAX::Cluster

AWS Config ルール : dax-encryption-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ : なし

このコントロールは、DAX クラスターが保管中に暗号化されているかどうかをチェックします。

保管中のデータを暗号化すると、ディスクに保存されているデータが、AWS に認証されていないユーザー
によってアクセスされるリスクが軽減されます。暗号化により、権限のないユーザーがデータにアクセス
する能力を制限するために、別の一連のアクセスコントロールが追加されます。例えば、データを読み取
る前にデータを復号化するには、API の許可が必要です。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

クラスターが作成された後は、保管中の暗号化を有効または無効にすることはできません。保管中の暗号
化を有効にするにはクラスターを再作成する必要があります。保管中の暗号化が有効な DAX クラスターを
作成する方法の詳細については、「Amazon DynamoDB 開発者ガイド」の「AWS Management Console 
を使用して保管中の暗号化を有効にする」を参照してください。

[EC2.1] Amazon EBS スナップショットはパブリックにしないでください。これ
は、誰でも復元可能であるかどうかを基に判断されます。

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 非常事態

リソースタイプ : AWS アカウント

AWS Config ルール : ebs-snapshot-public-restorable-check

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon Elastic Block Store スナップショットがパブリックではないかどうかを
チェックします。Amazon EBS スナップショットを誰でも復元できる場合、コントロールは失敗します。

EBS スナップショットは、特定の時点の EBS ボリュームのデータを Amazon S3 にバックアップするため
に使用されます。スナップショットを使用して、EBS ボリュームを以前の状態に復元できます。スナップ
ショットのパブリックへの共有は滅多に認められていません。一般的に、スナップショットを公開する決
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dax-encryption-enabled.html
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定は、誤って行われたか、影響を完全に理解せずに行われています。このチェックは、そのような共有が
すべて完全に計画され、意図的であったことを確認するのに役立ちます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

修正

この問題を修正するには、EBS スナップショットを更新して、パブリックではなくプライベートに変更し
ます。

パブリック EBS スナップショットをプライベートにするには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで Elastic Block Store の [Snapshots] (スナップショット) メニューを選択し、

パブリックスナップショットを選択します。
3. [Actions] (アクション) から、[Modify permissions] (許可を変更する) を選択します。
4. [Private] (プライベート) を選択します。
5. (オプション) スナップショットの共有を許可されたアカウントの AWS アカウント 番号を追加

し、[Add Permission] (許可の追加) を選択します。
6. [Save] (保存) を選択します。

[EC2.2] VPC のデフォルトのセキュリティグループでは、インバウンドトラ
フィックとアウトバウンドトラフィックを許可しないようにする必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 高

リソースタイプ : AWS::EC2::SecurityGroup

AWS Config ルール : vpc-default-security-group-closed

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、VPC のデフォルトのセキュリティグループがインバウンドとアウトバウンドのいず
れのトラフィックも許可していないことをチェックします。

デフォルトのセキュリティグループのルールでは、同じセキュリティグループに割り当てられているネッ
トワークインターフェイス (および関連するインスタンス) からのすべてのアウトバウンドトラフィックと
インバウンドトラフィックを許可します。

デフォルトのセキュリティグループを使用することは推奨しません。デフォルトのセキュリティグルー
プは削除できないため、デフォルトのセキュリティグループルール設定を変更して、インバウンドトラ
フィックとアウトバウンドトラフィックを制限する必要があります。これにより、デフォルトのセキュリ
ティグループが EC2 インスタンスなどのリソースに対して誤って設定されている場合に、意図しないトラ
フィックが防止されます。
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修正

この問題を修正するには、新しいセキュリティグループを作成し、それらのセキュリティグループをリ
ソースに割り当てます。デフォルトのセキュリティグループが使用されないようにするには、インバウン
ドルールとアウトバウンドルールを削除します。

新しいセキュリティグループを作成してリソースに割り当てるには

1. Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Security groups] (セキュリティグループ) を選択します。デフォルトのセ

キュリティグループの詳細を表示して、それらに割り当てられているリソースを確認します。
3. リソースに対して最小特権のセキュリティグループのセットを作成します。セキュリティグループの

作成方法の詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「セキュリティグループの作成」を
参照してください。

4. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
5. Amazon EC2 コンソールで、デフォルトのセキュリティグループを使用しているリソースのセキュ

リティグループを、作成した最小特権のセキュリティグループに変更します。詳細については、
「Amazon VPC ユーザーガイド」の「インスタンスのセキュリティグループを変更する」を参照して
ください。

新しいセキュリティグループをリソースに割り当てた後、デフォルトのセキュリティグループからインバ
ウンドルールとアウトバウンドルールを削除します。これにより、デフォルトのセキュリティグループが
使用されなくなります。

デフォルトのセキュリティグループのルールを削除するには

1. Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Security groups] (セキュリティグループ) を選択します。
3. デフォルトのセキュリティグループを選択し、[Inbound rules] (インバウンドルール) タブを選択し

ます。[Edit inbound rules] (インバウンドルールの編集) を選択します。次に、すべてのインバウンド
ルールを削除します。[Save Rules] (ルールの保存) を選択します。

4. 各デフォルトセキュリティグループに対して、前のステップを繰り返します。
5. デフォルトのセキュリティグループを選択し、[Outbound rule] (アウトバウンドルール) タブを選択し

ます。[Edit outbound rules] (アウトバウンドルールの編集) を選択します。次に、すべてのアウトバウ
ンドルールを削除します。[Save Rules] (ルールの保存) を選択します。

6. 各デフォルトセキュリティグループに対して、前のステップを繰り返します。

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「セキュリティグループの操作」を参照してくださ
い。

[EC2.3] 添付済みの EBS ボリュームは、保管中に暗号化する必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::EC2::Volume

AWS Config ルール : encrypted-volumes

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし
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このコントロールは、添付済みの EBS ボリュームが暗号化されているかどうかをチェックします。この
チェックに合格するには、EBS ボリュームが使用中であり、暗号化されている必要があります。EBS ボ
リュームが添付済みでない場合、このチェックは対象外です。

EBS ボリュームの機密データのセキュリティを強化するには、保管中の EBS 暗号化を有効にする必要
があります。Amazon EBS 暗号化は、EBS リソースに対して、独自のキー管理インフラストラクチャの
構築、保守、および保護を必要としない、簡単な暗号化ソリューションを提供します。暗号化されたボ
リュームとスナップショットを作成する際に、KMS キー を使用します。

Amazon EBS 暗号化の詳細については、「Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイド」の
「Amazon EBS 暗号化」を参照してください。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

修正

暗号化されていない既存のボリュームまたはスナップショットを暗号化する直接的な方法はありません。
新しいボリュームまたはスナップショットは、作成時にのみ暗号化できます。

暗号化をデフォルトで有効にした場合、Amazon EBS は Amazon EBS 暗号化のデフォルトキーを使用し
て、作成された新しいボリュームまたはスナップショットを暗号化します。デフォルトで暗号化を有効に
していない場合でも、個々のボリュームまたはスナップショットを作成するときに暗号化を有効にするこ
とができます。どちらの場合も、Amazon EBS 暗号化のデフォルトキーを上書きし、対称カスタマーマ
ネージドキーを選択できます。

詳細については、「Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイド」の「Amazon EBS ボリュームの
作成」および「Amazon EBS スナップショットのコピー」を参照してください。

[EC2.4] 停止した EC2 インスタンスは、指定した期間後に削除する必要がありま
す

カテゴリ: 識別 > インベントリ

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::EC2::Instance

AWS Config ルール : ec2-stopped-instance

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

• allowedDays: 30

このコントロールは、許可されている日数よりも長く停止している EC2 インスタンスがあるかどうかを
チェックします。EC2 インスタンスは、デフォルトで 30 日である最大許容期間よりも長く停止した場
合、このチェックに失敗します。

失敗の結果は、EC2 インスタンスが長期間実行されていないことを示します。これにより、EC2 インス
タンスがアクティブに保守 (分析、パッチ適用、更新) されていないため、セキュリティリスクが発生しま
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す。後に起動した場合、適切なメンテナンスがされていないため、AWS 環境で予期しない問題が発生する
可能性があります。EC2 インスタンスを非実行状態で長期間安全に維持するには、メンテナンスのために
定期的に起動し、メンテナンス後に停止します。これは自動化されたプロセスであることが理想的です。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

修正

EC2 インスタンスは、コンソール またはコマンドラインを使用して終了できます。

EC2 インスタンスを終了する前に、データが失われないことを確認してください。

• 終了しても Amazon EBS ボリュームが削除されないことをチェックしてください。
• 必要なデータを EC2 インスタンスストアボリュームから Amazon EBS または Amazon S3 にコピーし

ます。

EC2 インスタンスを終了するには (コンソール)

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [Instances] (インスタンス) で、[Instances] (インスタンス) を選択します。
3. インスタンスを選択し、[Actions] (アクション)、[Instance State] (インスタンスの状態)、[Terminate]

(終了) の順に選択します。
4. 確認を求めるメッセージが表示されたら、[Yes, Terminate] (はい、終了する) を選択します。

EC2 インスタンスを終了するには (AWS CLI、Tools for Windows PowerShell)

以下のいずれかのコマンドを使用します。コマンドラインインターフェイスの詳細については、
「Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイド」の「Amazon EC2 へのアクセス」を参照してくだ
さい。

• AWS CLI から terminate-instances を使用します
• Tools for Windows PowerShell から Stop-EC2Instance を使用します。

インスタンスの終了の詳細については、「Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイド」の「イン
スタンスの終了」を参照してください。

[EC2.6] すべての VPC で VPC フローログ記録を有効にする必要があります

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::EC2::VPC

AWS Config ルール : vpc-flow-logs-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:
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• trafficType: REJECT

このコントロールは、Amazon VPC フローログが見つかり、VPC に対して有効になっているかどうかを
チェックします。トラフィックタイプは Reject に設定されています。

VPC フローログ機能を使用して、VPC のネットワークインターフェイスとの間で行き来する IP アドレ
ストラフィックに関する情報をキャプチャします。フローログを作成すると、そのデータを CloudWatch 
Logs で表示し、取得できます。コストを削減するために、フローログを Amazon S3 に送信することもで
きます。

Security Hub では、VPC のパケット拒否のフローログ記録を有効にすることを推奨します。フローログ
は、VPC を通過するネットワークトラフィックを可視化し、セキュリティワークフロー中の異常なトラ
フィックを検出したりインサイトを提供できます。

デフォルトでは、レコードには送信元、送信先、プロトコルなど、IP アドレスフローのさまざまなコン
ポーネントの値が含まれています。ログフィールドの詳細と説明については、「Amazon VPC ユーザーガ
イド」の「VPC フローログ」を参照してください。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

この問題を修正するには、VPC フローログを有効にします。

VPC フローログ記録を有効にするには

1. Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
2. [Virtual Private Cloud] (仮想プライベートクラウド) で、VPC を選択します。
3. 更新する VPC を選択します。
4. ページの最下部で、[Flow Logs] (フローログ) を選択します。
5. [Create flow log] (フローログの作成) を選択します。
6. [Filter] (フィルター) で、[Reject] (拒否) を選択します。
7. [Destination log group] (送信先ロググループ) で、使用するロググループを選択します。
8. [IAM role] (IAM ロール) で、使用する IAM ロールを選択します。
9. [Create] (作成) を選択します。

[EC2.7] EBS のデフォルト暗号化を有効にする必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ : AWS アカウント

AWS Config ルール : ec2-ebs-encryption-by-default

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) でアカウントレベルの暗号化がデフォ
ルトで有効になっているかどうかをチェックします。アカウントレベルの暗号化が有効になっていない場
合、コントロールは失敗します。
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アカウントで暗号化が有効になっている場合、Amazon EBS ボリュームとスナップショットのコピー
は保管中に暗号化されます。これにより、データの保護レイヤーが追加されます。詳細については、
「Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイド」の「デフォルトで暗号化」を参照してください。

次のインスタンスタイプでは暗号化がサポートされないことに注意してください: R1、C1、および M1。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• アジアパシフィック (大阪)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

修正

Amazon EC2 コンソールを使用して、Amazon EBS ボリュームに対してデフォルトの暗号化を有効にでき
ます。

リージョンの Amazon EBS 暗号化用にデフォルトの暗号化を設定するには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [EC2 Dashboard] (EC2 ダッシュボード) を選択します。
3. ページの右上で、[Account Attributes, EBS encryption] (アカウントの属性、EBS 暗号化) を選択しま

す。
4. [Manage] (管理) を選択します。
5. [Enable] (有効化) を選択します。デフォルトの暗号化キーとして、ユーザーの代わりに作成したエイ

リアス alias/aws/ebs をデフォルトの暗号化キーとして AWS マネージドキー を保持するか、対称
カスタマーマネージドキーを選択できます。

6. [Update EBS encryption] (EBS 暗号化を更新する) を選択します。

[EC2.8] EC2 インスタンスは IMDSv2 を使用する必要があります

カテゴリ: 保護 > ネットワークセキュリティ

重要度: 高

リソースタイプ : AWS::EC2::Instance

AWS Config ルール : ec2-imdsv2-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、EC2 インスタンスメタデータバージョンが、インスタンスメタデータサービスバー
ジョン 2 (IMDSv2) で設定されているかどうかをチェックします。IMDSv2 で HttpTokens が必須に設定
されている場合、コントロールは成功します。HttpTokens が optional に設定されている場合、コン
トロールは失敗します。

インスタンスメタデータは、実行中のインスタンスを設定または管理するために使用します。IMDS は、
一時的で頻繁にローテーションされる認証情報へのアクセスを提供します。これらの認証情報を使用する
と、機密認証情報を手動でまたはプログラムでインスタンスにハードコーディングや、配信する必要がな
くなります。IMDS は、すべての EC2 インスタンスにローカルに添付されます。これは、特別な「リンク
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ローカル」IP アドレス 169.254.169.254 で実行されます。この IP アドレスは、インスタンスで実行され
るソフトウェアによってのみアクセスできます。

IMDS のバージョン 2 では、次の種類の脆弱性に対する新しい保護が追加されています。これらの脆弱性
は IMDS へのアクセスに利用される可能性があります。

• ウェブサイトアプリケーションのファイアウォールを開く
• リバースプロキシを開く
• サーバー側リクエスト偽造 (SSRF) の脆弱性
• レイヤー 3 ファイアウォールおよびネットワークアドレス変換 (NAT) を開く

Security Hub では、EC2 インスタンスを IMDSv2 で設定することを推奨します。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

修正

IMDSv2 で設定されていない EC2 インスタンスを修正するには、IMDSv2 の使用を要求できます。

既存のインスタンスで IMDSv2 を要求するには、インスタンスメタデータをリクエストするとき
に、Amazon EC2 メタデータオプションを変更します。「Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガ
イド」の「既存インスタンスのインスタンスメタデータオプションの設定」の指示に従ってください。

新しいインスタンスの起動時に新しいインスタンスで IMDSv2 の使用を要求するには、「Amazon EC2 
Linux インスタンス用ユーザーガイド」の「新規インスタンスのインスタンスメタデータオプションの設
定」の手順に従います。

コンソールから IMDSv2 を使用する新しい EC2 インスタンスを設定するには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. [Launch instance] (インスタンスを起動) を選択し、[Launch instance] (インスタンスを起動) を選択し

ます。
3. [Advanced details] (高度な詳細) の下の [Metadata version] (メタデータバージョン) には、[V2 only 

(token required)] (V2 のみ (トークンが必要)) を選択します。
4. [Summary] (概要) パネルで変更内容を確認し、[Launch instance] (インスタンスを起動) を選択しま

す。

お使いのソフトウェアで IMDSv1 が使用されている場合、IMDSv2 を使用するようソフトウェアを再設定
することができます。詳細については、「Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイド」の「イン
スタンスメタデータサービスバージョン 2 の使用への移行」を参照してください。

[EC2.9] EC2 インスタンスは、パブリック IP アドレスが設定されていない必要が
あります

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > パブリック IP アドレス

重要度: 高
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リソースタイプ : AWS::EC2::Instance

AWS Config ルール : ec2-instance-no-public-ip

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、EC2 インスタンスにパブリック IP アドレスがあるかどうかをチェックしま
す。EC2 インスタンスの設定項目に publicIp フィールドが存在する場合、コントロールは失敗します。
このコントロールは、IPv4 アドレスにのみ適用されます。

パブリック IPv4 アドレスは、インターネットから到達可能な IP アドレスです。パブリック IP アドレスを
使用してインスタンスを起動すると、EC2 インスタンスはインターネットから到達可能です。プライベー
ト IPv4 アドレスは、インターネットから到達できない IP アドレスです。プライベート IPv4 アドレスは、
同じ VPC 内の EC2 インスタンス間または接続されたプライベートネットワークの通信に使用できます。

IPv6 アドレスはグローバルに一意であるため、インターネットから到達できます。ただし、デフォルトで
はすべてのサブネットで IPv6 アドレス指定属性が false に設定されています。VPC での IPv6 の詳細につ
いては、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「VPC での IP アドレス指定」を参照してください。

パブリック IP アドレスで EC2 インスタンスを維持する正当なユースケースがある場合は、このコント
ロールの結果を抑制できます。フロントエンドアーキテクチャオプションの詳細については、「AWS アー
キテクチャのブログ」または「This Is My Architecture series (マイアーキテクチャシリーズ)」を参照して
ください。

修正

デフォルト以外の VPC を使用し、デフォルトでインスタンスがパブリック IP アドレスに割り当てられな
いようにします。

デフォルトの VPC で EC2 インスタンスを起動すると、パブリック IP アドレスが割り当てられます。EC2 
インスタンスをデフォルト以外の VPC で起動すると、サブネット設定によって、パブリック IP アドレス
を受信するかどうかが決まります。サブネットには、サブネット内の新しい EC2 インスタンスがパブリッ
ク IPv4 アドレスプールからパブリック IP アドレスを受け取るかどうかを判断する属性があります。

EC2 インスタンスから自動で割り当てられたパブリック IP アドレスを手動でインスタンスに関連付け
る、または、関連付け解除することはできません。EC2 インスタンスがパブリック IP アドレスを受信す
るかどうかをコントロールするには、以下のいずれかのの方法を使用します。

• サブネットのパブリック IP アドレス指定属性を変更する。詳細については、「Amazon VPC ユーザー
ガイド」の「サブネットのパブリック IPv4 アドレス指定属性の変更」を参照してください。

• 起動時にパブリック IP アドレス指定属性機能を有効または無効にします。これにより、サブネットのパ
ブリック IP アドレス指定属性が上書きされます。詳細については、「Amazon EC2 Linux インスタンス
用ユーザーガイド」の「インスタンス起動時のパブリック IPv4 アドレスの割り当て」を参照してくださ
い。

詳細については、「Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイド」の「パブリック IPv4 アドレスと
外部 DNS ホスト名」を参照してください。

EC2 インスタンスが Elastic IP アドレスに関連付けられている場合、EC2 インスタンスはインターネット
からアクセスできます。インスタンスまたはネットワークインターフェイスから Elastic IP アドレスの関
連付けをいつでも解除できます。

Elastic IP アドレスの関連付けを解除するには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
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2. ナビゲーションペインで Elastic IP を選択します。
3. 関連付けを解除する Elastic IP アドレスを選択します。
4. [Actions] (アクション) で、[Disassociate Elastic IP address] (Elastic IP アドレスの関連付け解除) を選

択します。
5. [Disassociate] (関連付け解除) を選択します。

[EC2.10] Amazon EC2 サービス用に作成された VPC エンドポイントを使用する
ようにAmazon EC2 を設定する必要があります

カテゴリ: 保護 - 安全なネットワーク設定 > API プライベートアクセス

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::EC2::VPC

AWS Config ルール : service-vpc-endpoint-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

• serviceName: ec2

このコントロールは、Amazon EC2 のサービスエンドポイントが各 VPC に対して作成しているかどうか
をチェックします。VPC に Amazon EC2 サービス用に作成した VPC エンドポイントがない場合、コント
ロールは失敗します。

このコントロールは、単一のアカウントのリソースを評価します。アカウント外のリソースは記述できま
せん。これは AWS Config と Security Hub ではクロスアカウントチェックを行わないため、アカウント間
で共有済みの VPC に関する FAILED 結果が表示されます。Security Hub では、これらの FAILED 結果を
抑制することを推奨します。

VPC のセキュリティ体制を強化するために、インターフェイス VPC エンドポイントを使用するように 
Amazon EC2 を設定できます。インターフェイスエンドポイントは AWS PrivateLink を採用しており、
これは Amazon EC2 API オペレーションにプライベートにアクセスすることを可能にするテクノロジー
です。これは、VPC と Amazon EC2 間のすべてのネットワークトラフィックを Amazon ネットワーク
に限定します。エンドポイントは同じリージョンでのみサポートされるため、別のリージョンの VPC と
サービス間にエンドポイントを作成することはできません。これにより、他のリージョンへの意図しない 
Amazon EC2 API コールを防ぐことができます。

Amazon EC2 の VPC エンドポイントの作成の詳細については、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 
ユーザーガイド」の「Amazon EC2 とインターフェイス VPC エンドポイント」を参照してください。

修正

この問題を修正するには、Amazon EC2 へのインターフェイス VPC エンドポイントを作成します。

Amazon VPC コンソールから Amazon EC2 へのインターフェイスエンドポイントを作成するには

1. Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Endpoints] (エンドポイント) を選択します。
3. [エンドポイントの作成] を選択します。
4. [Service category] (サービスカテゴリ) で、AWS のサービス を選択します。
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5. [Service Name] (サービス名) で com.amazonaws.<region>.ec2 を選択します。
6. [Type] (タイプ) で、[Interface] (インターフェイス) を選択します。
7. 以下の情報を入力します。

a. VPC で、エンドポイントを作成する先の VPC を選択します。
b. [Subnets] (サブネット) で、エンドポイントネットワークインターフェイスを作成する先のサブ

ネット (アベイラビリティーゾーン) を選択します。すべての AWS のサービス で、すべてのアベ
イラビリティーゾーンがサポートされているわけではありません。

c. インターフェイスエンドポイントのプライベート DNS を有効にするには、[Enable DNS Name]
(DNS 名を有効にする) でチェックボックスを選択します。デフォルトでは、このオプションは有
効になっています。

オプションとしてプライベート DNS を使用するには、次の VPC 属性を true に設定する必要があ
ります。

• enableDnsHostnames
• enableDnsSupport

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「VPC の DNS 属性の表示と更新」を参照
してください。

d. [Security group] (セキュリティグループ) で、エンドポイントネットワークインターフェイスに関
連付けるセキュリティグループを選択します。

e. (オプション) タグを追加または削除します。タグを追加するには、[Add tag] (タグの追加) を選択
して、次の操作を実行します。

• [Key] (キー) にタグ名を入力します。
• [Value] (値) に、タグの値を入力します。

f. タグを削除するには、タグの [Key] (キー) と [Value] (値) の右側にある [delete] (削除) ボタン (x) 
を選択にします。

8. [Create endpoint] (エンドポイントの作成) を選択します。

インターフェイス VPC エンドポイントポリシーを作成するには

Amazon EC2 API へのアクセスをコントロールするために VPC エンドポイントにポリシーを添付するこ
とができます。本ポリシーでは、以下を規定します。

• アクションを実行できるプリンシパル
• 実行可能なアクション
• アクションが実行できるリソース

VPC エンドポイントポリシーの作成の詳細については、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガ
イド」の「Amazon EC2 とインターフェイス VPC エンドポイント」を参照してください。

[EC2.15] EC2 サブネットは、パブリック IP アドレスを自動的に割り当てないで
ください

カテゴリ: 保護 > ネットワークセキュリティ

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::EC2::Subnet

AWS Config ルール : subnet-auto-assign-public-ip-disabled
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スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) サブネット内のパブリック IP の割り
当ての MapPublicIpOnLaunch が FALSE に設定されているかチェックします。フラグが FALSE に設定
されている場合、コントロールは成功します。

すべてのサブネットには、サブネット内に作成されたネットワークインターフェイスが自動的にパブリッ
ク IPv4 アドレスを受信するかどうかを判断する属性があります。この属性が有効になっているサブネット
で起動されるインスタンスには、プライマリアネットワークインターフェイスに割り当てられるパブリッ
ク IP アドレスが割り当てられます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

サブネットは Amazon VPC コンソールから設定できます。

パブリック IP アドレスを割り当てないようにサブネットを設定するには

1. Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Subnets] (サブネット) を選択します。
3. サブネットを選択し、[Subnet Actions] (サブネットアクション)、[Modify auto-assign IP settings] (自

動割り当て IP 設定の変更) の順に選択します。
4. [Enable auto-assign public IPv4 address] (パブリック IPv4 アドレスの自動割り当てを有効にする) 

チェックボックスからチェックを外し、[Save] (保存) を選択します。

[EC2.16] 未使用のネットワークアクセスコントロールリストを削除する必要があ
ります

カテゴリ: 防止 > ネットワークセキュリティ

重要度: 低

リソースタイプ : AWS::EC2::NetworkAcl

AWS Config ルール : vpc-network-acl-unused-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、未使用のネットワークアクセスコントロールリスト (ACL) があるかどうかをチェッ
クします。
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コントロールは、リソース AWS::EC2::NetworkAcl の項目設定をチェックして、ネットワーク ACL の
関係を判断します。

ネットワーク ACL の VPC のみの関係の場合、コントロールは失敗します。

他の関係がリスト済みの場合、コントロールは成功します。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

未使用のネットワーク ACL を削除する方法については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「ネット
ワーク ACL の削除」を参照してください。デフォルトのネットワーク ACL またはサブネットに関連付け
られた ACL は削除できません。

[EC2.17] EC2 インスタンスは複数の ENI を使用しないでください

カテゴリ: ネットワークセキュリティ

重要度: 低

リソースタイプ : AWS::EC2::Instance

AWS Config ルール : ec2-instance-multiple-eni-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

• Adapterids (オプション) - EC2 インスタンスに添付済みのネットワークインターフェイス ID のリスト

このコントロールは、EC2 インスタンスが複数の Elastic Network Interface (ENI) または Elastic Fabric 
Adapter (EFA) を使用しているかどうかをチェックします。このコントロールは、単一のネットワークア
ダプタが使用されている場合に成功します。コントロールには、許可された ENI を識別するためのオプ
ションのパラメータリストが含まれています。

複数の ENI の使用は、デュアルホームインスタンス (複数のサブネットを持つインスタンス) を引き起こす
可能性があります。これにより、ネットワークセキュリティの複雑性が増し、意図しないネットワークパ
スとアクセスが導入する可能性があります。

Amazon EKS クラスターに属する Amazon EKS クラスターに複数の ENI がある場合も、このコントロー
ルは失敗します。複数の ENI を持つ EC2 インスタンスを Amazon EKS クラスターの一部として使用する
必要がある場合は、それらの結果を抑制できます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。
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• アジアパシフィック (大阪)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

この問題を修正するには、追加の ENI をデタッチします。

ネットワークインターフェースをデタッチするには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. [Network & Security] (ネットワークとセキュリティ) で、[Network Interfaces] (ネットワークインター

フェイス) を選択します。
3. 非準拠インスタンス ID でリストをフィルタリングして、関連付けられた ENI を表示します。
4. 削除する ENI を選択します。
5. [Actions] (アクション) メニューから、[Detach] (デタッチ) を選択します。
6. [Are you sure that you want to detach the following network interface?] (次のネットワークインター

フェイスをデタッチしてもよろしいですか?) プロンプトが表示された場合、[Detach] (デタッチ) を選
択します。

[EC2.18] セキュリティグループは、許可されたポートに対して無制限の着信トラ
フィックのみを許可する必要があります。

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > セキュリティグループの設定

重要度: 高

リソースタイプ : AWS::EC2::SecurityGroup

AWS Config ルール : vpc-sg-open-only-to-authorized-ports

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

• authorizedTcpPorts (オプション) - 無制限のアクセスを許可するポートのコンマ区切りリスト。例:
'80, 443'。このルールでは、authorizedTcpPorts のデフォルト値は 80 と 443 です。

このコントロールは、使用中のセキュリティグループが、無制限の着信 SSH トラフィックを許可するかど
うかをチェックします。オプションで、ルールは、authorizedTcpPorts パラメータにポート番号がリ
ストされているかどうかをチェックします。

• セキュリティグループルールポート番号で無制限の着信トラフィックが許可されているが、
ポート番号が authorizedTcpPorts で指定されている場合、コントロールは成功しま
す。authorizedTcpPorts のデフォルト値は 80, 443 です。

• セキュリティグループルールポート番号で無制限の着信トラフィックが許可されているが、ポート番号
が authorizedTcpPorts 入力パラメータで指定されていない場合、コントロールは失敗します。

• パラメータを使用しない場合、無制限のインバウンドルールを持つセキュリティグループに対してコン
トロールが失敗します。

セキュリティグループは、AWS への入力および出力ネットワークトラフィックのステートフルフィルタリ
ングを提供します。セキュリティグループのルールは、最小特権アクセスのプリンシパルに従う必要があ

411

https://console.aws.amazon.com/ec2/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html


AWS Security Hub ユーザーガイド
AWS Foundational Security Best Practices 標準

ります。無制限アクセス (/0 サフィックスを持つ IP アドレス) を使用すると、ハッキング、サービス拒否
攻撃、データ損失などの悪意のあるアクティビティの機会が増えます。

ポートが特別に許可されていない限り、ポートは無制限アクセスを拒否する必要があります。

Note

このコントロールは、アジアパシフィック (大阪) ではサポートされていません。

修正

セキュリティグループを変更する方法については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「ルールの追加、
削除、更新」を参照してください。

[EC2.19] セキュリティグループは、リスクの高いポートへの無制限アクセスを許
可してはいけません

カテゴリ: 保護 > 制限付きネットワークアクセス

重要度: 非常事態

リソースタイプ : AWS::EC2::SecurityGroup

AWS Config ルール: vpc-sg-restricted-common-ports (Security Hub が開発したカスタムルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、指定した高リスクのポートにセキュリティグループの受信 SSH トラフィックがアク
セス可能かどうかをチェックします。セキュリティグループ内のルールがこれらのポートへの 0.0.0.0/0 か
らの入力トラフィックを許可しない場合、このコントロールは成功します。

無制限のアクセス (0.0.0.0/0) では、ハッキング、サービス拒否攻撃、データ損失などの悪意のあるアク
ティビティの機会が増えます。

セキュリティグループは、AWS リソースへの入力および出力ネットワークトラフィックのステートフル
フィルタリングを提供します。どのセキュリティグループでも、以下のポートへの無制限の入力アクセス
を許可してはいけません。

• 20、21 (FTP)
• 22 (SSH)
• 23 (Telnet)
• 25 (SMTP)
• 110 (POP3)
• 135 (RPC)
• 143 (IMAP)
• 445 (CIFS)
• 1433、1434 (MSSQL)
• 3000 (Go、Node.js、および Ruby のウェブ開発フレームワーク)
• 3306 (mySQL)
• 3389 (RDP)
• 4333 (ahsp)
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• 5000 (Python ウェブ開発フレームワーク)
• 5432 (postgresql)
• 5500 (fcp-addr-srvr1)
• 5601 (OpenSearch Dashboards)
• 8080 (proxy)
• 8088 (レガシー HTTP ポート)
• 8888 (代替 HTTP ポート)
• 9200 または 9300 (OpenSearch)

修正

セキュリティグループからルールを削除する方法については、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユー
ザーガイド」の「セキュリティグループからのルールの削除」を参照してください。

[EC2.20] AWS Site-to-Site VPN 接続用の VPN トンネルは、両方とも起動してい
る必要があります。

カテゴリ: 耐障害性 > リカバリ > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EC2::VPNConnection

AWS Config ルール : vpc-vpn-2-tunnels-up

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

VPN トンネルは暗号化されたリンクで、AWS Site-to-Site VPN 接続内で、ユーザーのネットワークと 
AWS の間でデータをやり取りできます。各 VPN 接続には、高可用性のために同時に使用できる 2 つの 
VPN トンネルが含まれています。VPN 接続をするために両方の VPN トンネルが確実に稼働していること
は、AWS VPC とリモートネットワーク間の安全で可用性の高い接続を確認するために重要です。

このコントロールは、AWS Site-to-Site VPN が提供する両方の VPN トンネルが UP ステータスであるこ
とをチェックします。一方または両方のトンネルのステータスが DOWN の場合、コントロールは失敗し
ます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (バーレーン)

修正

VPN トンネルオプションを変更するには、「AWS Site-to-Site VPN ユーザーガイド」の「Site-to-Site 
VPN トンネルオプションの変更」を参照してください。
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[EC2.21] ネットワーク ACL は、0.0.0.0/0 からポート 22、またはポート 3389 へ
の侵入をを許可しないようにする必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EC2::NetworkAcl

AWS Config ルール : nacl-no-unrestricted-ssh-rdp

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、ネットワークアクセスコントロールリスト (NACL) が、 SSH/RDP 侵入トラフィッ
クのデフォルト TCP ポートへのアクセスを無制限に許可しているかどうかをチェックします。NACL イ
ンバウンドエントリが TCP ポート 22 または 3389 に対して「0.0.0.0/0」または「::/0」の送信元 CIDR ブ
ロックを許可する場合、ルールは失敗します。

ポート 22 (SSH) やポート 3389 (RDP) などのリモートサーバー管理ポートへのアクセスは、VPC 内のリ
ソースへの意図しないアクセスを許可する可能性があるため、パブリックにアクセスできないようにする
必要があります。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

NACL の詳細については、「VPC ユーザーガイド」の「ネットワーク ACL」を参照してください。

[EC2.22] 未使用の EC2 セキュリティグループを削除する必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EC2::SecurityGroup

AWS Config ルール : ec2-security-group-attached-to-eni-periodic

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ : なし

この AWS コントロールは、セキュリティグループが Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) イン
スタンスまたは Elastic Network Interface に添付済みであることをチェックします。セキュリティグループ
が Amazon EC2 インスタンスまたは Elastic Network Interface に関連付けられていない場合、コントロー
ルは失敗します。
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Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

セキュリティグループを作成、割り当て、削除するには、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「セキュリ
ティグループ」を参照してください。

[EC2.23] EC2 Transit Gateway は VPC アタッチメントリクエストを自動的に受
け付けるべきではありません

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::EC2::TransitGateway

AWS Config ルール : ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、EC2 Transit Gateway が共有 VPC アタッチメントを自動的に受け入れているかどう
かをチェックします。Transit Gateway が共有 VPC アタッチメントリクエストを自動的に受け入れている
と、このコントロールは失敗します。

AutoAcceptSharedAttachments をオンにすると、Transit Gateway は、リクエストまたはアタッチメ
ントの発信元であるアカウントを確認せずに、クロスアカウント VPC アタッチメントリクエストを自動的
に受け入れるように設定されます。認可および認証のベストプラクティスに従うため、この機能はオフに
して、認証された VPC アタッチメントリクエストのみを受け入れることが推奨されます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (香港)
• アジアパシフィック (ムンバイ)
• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (バーレーン)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

Transit Gateway の変更方法の詳細については、「Amazon VPC デベロッパーガイド」の「Modify a transit 
gateway」(Transit Gateway の変更) を参照してください。

[EC2.24] 準仮想化 EC2 インスタンスタイプは使用しないでください

カテゴリ: 特定 > 脆弱性、パッチ、バージョン管理
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重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EC2::Instance

AWS Config ルール : ec2-paravirtual-instance-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、EC2 インスタンスの仮想化タイプが準仮想化かどうかをチェックします。EC2 イン
スタンスの virtualizationType が paravirtual に設定されている場合、このコントロールは失敗し
ます。

Linux Amazon マシンイメージ (AMI)では、2 つの仮想化タイプ、準仮想化 (PV) とハードウェア仮想化 
(HVM) のうち、いずれかを使用します。PV AMI と HVM AMI の主な違いは、起動の方法と、パフォーマ
ンス向上のための特別なハードウェア拡張機能 (CPU、ネットワーク、ストレージ) を利用できるかどうか
という点です。

従来、PV のゲストは HVM のゲストよりも多くの場合にパフォーマンスが向上しました。ただし、HVM 
仮想化の機能強化や HVM AMI で PV ドライバが利用可能になったことにより、このようなパフォーマン
スの向上はなくなりました。詳細については、「Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイド」の
「Linux AMI 仮想化タイプ」を参照してください。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• 米国東部 (オハイオ)
• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (香港)
• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• アジアパシフィック (ムンバイ)
• アジアパシフィック (大阪)
• アジアパシフィック (ソウル)
• カナダ (中部)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 欧州 (ロンドン)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• ヨーロッパ (パリ)
• ヨーロッパ (ストックホルム)
• 中東 (バーレーン)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

EC2 インスタンスを新しいインスタンスタイプに更新する方法については、「Amazon EC2 Linux インス
タンス用ユーザーガイド」の「インスタンスタイプを変更する」を参照してください。
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[EC2.25] EC2 起動テンプレートはパブリック IP をネットワークインターフェー
スに割り当ててはなりません

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > パブリックアクセス不可のリソース

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::EC2::LaunchTemplate

AWS Config ルール : ec2-launch-template-public-ip-disabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon EC2 起動テンプレートが起動の際にネットワークインターフェイスにパブ
リック IP アドレスを割り当てる設定になっていないかをチェックします。EC2 起動テンプレートがネッ
トワークインターフェイスにパブリック IP アドレスを割り当てる設定になっている場合、またはパブリッ
ク IP アドレスを持つネットワークインターフェイスが 1 つ以上ある場合、コントロールは失敗します。

パブリック IP アドレスは、インターネットから到達可能な IP アドレスです。パブリック IP アドレスを使
用してネットワークインターフェイスを設定すると、それらのネットワークインターフェイスに関連付け
られたリソースは、インターネットからアクセスできる可能性があります。EC2 リソースへのパブリック
アクセスを可能にすべきではありません。ワークロードへの意図しないアクセスが可能になる可能性があ
るためです。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

EC2 起動テンプレートを更新するには、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「デフォルトの
ネットワークインターフェイス設定を変更する」を参照してください。

[ECR.1] ECR プライベートリポジトリでは、イメージスキャニングが設定されて
いる必要があります

カテゴリ: 特定 > 脆弱性、パッチ、バージョン管理

重要度: 高

リソースタイプ : AWS::ECR::Repository

AWS Config ルール : ecr-private-image-scanning-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、プライベート ECR リポジトリでイメージスキャニングが設定されているかどうか
をチェックします。プライベート ECR リポジトリでイメージスキャニングが設定されていないと、この
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コントロールは失敗します。各リポジトリがこのコントロールを渡すようにプッシュ時にスキャンを設定
する必要もあることに注意してください。

ECR イメージスキャニングは、コンテナイメージ内のソフトウェアの脆弱性を特定するのに役立ちま
す。ECR は、オープンソースの Clair プロジェクトの共通脆弱性識別子 (CVE) データベースを使用し、ス
キャン結果のリストを表示します。ECR リポジトリでイメージスキャンを有効にすると、保存されている
イメージの整合性と安全性を検証するレイヤーが追加されます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

ECR リポジトリのイメージスキャニングを設定する方法については、「Amazon Elastic Container 
Registry User Guide」(Amazon Elastic Container Registry ユーザーガイド) の「Image scanning」(イメー
ジスキャニング) を参照してください。

[ECR.2] ECR プライベートリポジトリでは、タグのイミュータビリティが設定さ
れている必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::ECR::Repository

AWS Config ルール : ecr-private-tag-immutability-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、プライベート ECR リポジトリでタグのイミュータビリティが有効になっているか
どうかをチェックします。プライベート ECR リポジトリでタグのイミュータビリティが無効になってい
ると、このコントロールは失敗します。このルールは、タグのイミュータビリティが有効で、かつ値が
IMMUTABLE に設定されていると成功します。

Amazon ECR のタグのイミュータビリティにより、ユーザーは、イメージの説明タグを信頼性の高いメカ
ニズムとして使用し、イメージを追跡して一意に識別することができます。イミュータブルなタグは静的
です。つまり、各タグは一意のイメージを参照します。静的タグを使用すると、常に同じイメージがデプ
ロイされるので、信頼性とスケーラビリティが向上します。設定すると、タグのイミュータビリティによ
り、タグが上書きされなくなり、アタックサーフェスが減少します。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。
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• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

イミュータブル (変更不可能) なタグが設定されたリポジトリを作成する場合、または既存のリポジトリの
イメージタグのイミュータビリティ (変更不可能性) を更新するには、Amazon Elastic Container Registry 
ユーザーガイドの「イメージタグの変更可能性」を参照してください。

[ECR.3] ECR リポジトリには、少なくとも 1 つのライフサイクルポリシーが設定
されている必要があります

カテゴリ: 識別 > リソース設定

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::ECR::Repository

AWS Config ルール : ecr-private-lifecycle-policy-configured

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon ECR リポジトリに少なくとも 1 つのライフサイクルポリシーが設定されて
いるかどうかをチェックします。ECR リポジトリにライフサイクルポリシーが設定されていない場合、こ
のコントロールは失敗します。

Amazon ECR ライフサイクルポリシーを使用すると、リポジトリ内のイメージのライフサイクル管理を有
効にすることができます。ライフサイクルポリシーを設定することで、未使用イメージのクリーンアップ
と、年数またはカウントに基づいたイメージの有効期限を自動化することができます。これらのタスクを
自動化することで、リポジトリで古いイメージを意図せずに使用することを回避できます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

ライフサイクルポリシーを設定するには、「Amazon Elastic Container Registry ユーザーガイド」の「ラ
イフサイクルポリシーのプレビューを作成する」を参照してください。
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[ECS.1] Amazon ECS タスク定義には、セキュアなネットワークモードとユー
ザー定義が必要です。

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 高

リソースタイプ : AWS::ECS::TaskDefinition

AWS Config ルール : ecs-task-definition-user-for-host-mode-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

• SkipInactiveTaskDefinitions: true

このコントロールは、ホストネットワークモードを使用するアクティブな Amazon ECS タスク定義に
privileged または user コンテナの定義もあるかどうかをチェックします。ホストネットワークモー
ドとコンテナの定義を使用するタスク定義では、privileged=false が空または user=root が空の場
合、コントロールが失敗します。このコントロールは、Amazon ECS タスク定義の最新のアクティブなリ
ビジョンのみを評価します。

タスク定義に昇格されたアクセス権限がある場合、それはお客様がその設定を明確にオプトインしている
ためです。このコントロールは、タスク定義でホストネットワークが有効になっていても、お客様が昇格
されたアクセス権限をオプトインしていない場合に、予期しない権限の昇格をチェックします。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

タスク定義を更新する方法については、「Amazon Elastic Container Service 開発者ガイド」の「タスク定
義の更新」を参照してください。

タスク定義を更新しても、以前のタスク定義から起動された実行中のタスクは更新されないことに注意し
てください。実行中のタスクを更新するには、新しいタスク定義を使用してタスクを再デプロイする必要
があります。

[ECS.2] Amazon ECS サービスには、パブリック IP アドレスを自動で割り当てな
いでください

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > パブリックアクセス不可のリソース

重要度: 高

リソースタイプ : AWS::ECS::Service
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AWS Config ルール: ecs-service-assign-public-ip-disabled (Security Hub が開発したカスタム
ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

• exemptEcsServiceArns (オプション) Security Hub は、このパラメータを設定しません。このルール
から除外する Amazon ECS サービスの ARN カンマ区切りリスト。

Amazon ECS サービスで AssignPublicIP が ENABLED に設定されていて、このパラメータリストで
指定されている場合、このルールは COMPLIANT が使用されます。

Amazon ECS サービスで AssignPublicIP が ENABLED に設定されていて、このパラメータリストで
指定されていない場合、このルールは NON_COMPLIANT が使用されます。

このコントロールは、Amazon ECS サービスがパブリック IP アドレスの自動割り当てが設定されてい
るかどうかをチェックします。AssignPublicIP が ENABLED の場合、このコントロールは失敗しま
す。AssignPublicIP が DISABLED の場合、このコントロールは成功です。

パブリック IP アドレスは、インターネットから到達可能な IP アドレスです。パブリック IP アドレスを使
用して Amazon ECS インスタンスを起動すると、Amazon ECS インスタンスにインターネットから到達
することができます。Amazon ECS サービスは、コンテナアプリケーションサーバーへの意図しないアク
セスを許可する可能性があるため、パブリックにアクセスができないようにする必要があります。

Note

このコントロールは、アジアパシフィック (大阪) リージョンではサポートされていません。

修正

パブリック IP の自動割り当てを無効にするには、「Amazon Elastic Container Service 開発者ガイド」の
「サービスに VPC とセキュリティグループ設定を設定するには」を参照してください。

[ECS.3] ECS タスクの定義では、ホストのプロセス名前空間を共有しないでくだ
さい

カテゴリ: 識別 > リソース設定

重要度: 高

リソースタイプ : AWS::ECS::TaskDefinition

AWS Config ルール: ecs-task-definition-pid-mode-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon ECS のタスク定義が、ホストのプロセス名前空間をそのコンテナと共有
するように設定されているかどうかをチェックします。タスク定義が、ホストのプロセス名前空間を、
そこで実行されているコンテナと共有している場合、このコントロールは失敗します。このコントロール
は、Amazon ECS タスク定義の最新のアクティブなリビジョンのみを評価します。

プロセス ID (PID) 名前空間は、プロセス間を分離します。これにより、システムプロセスが可視化される
ことを防ぎ、PID 1 を含む PID の再利用が可能になります。ホストの PID 名前空間がコンテナと共有され
ている場合、コンテナは、ホストシステム上のすべてのプロセスを参照できるようになります。これによ
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り、ホストとコンテナ間をプロセスレベルで分離するメリットが減ります。このような状況は、ホストそ
れ自体で行われているプロセスへの、不正アクセス (プロセスの操作や終了など) につながる可能性があり
ます。ユーザーは、ホストのプロセス名前空間を、そこで実行されているコンテナと共有すべきではあり
ません。

修正

タスク定義上で pidMode を設定する方法については、「Amazon Elastic Container Service デベロッパー
ガイド」の「タスク定義パラメータ」を参照してください。

[ECS.4] ECS コンテナは、非特権として実行する必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > ルートユーザーのアクセス制限

重要度: 高

リソースタイプ : AWS::ECS::TaskDefinition

AWS Config ルール: ecs-containers-nonprivileged

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon ECS のタスク定義の、コンテナ定義の privileged パラメータが true
に設定されているかどうかをチェックします。このパラメータの値が true である場合、このコントロー
ルは失敗します。このコントロールは、Amazon ECS タスク定義の最新のアクティブなリビジョンのみを
評価します。

昇格された特権を、ECS タスク定義から削除することが推奨されます。この特権パラメータが true の
場合、このコンテナには、ホストコンテナインスタンスに対する昇格された特権が付与されます (ルート
ユーザーと同様)。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

タスク定義上で privileged を設定する方法については、「Amazon Elastic Container Service デベロッ
パーガイド」の「詳細コンテナ定義パラメータ」を参照してください。

[ECS.5] ECS コンテナは、ルートファイルシステムへの読み取り専用アクセスに
制限する必要があります。

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 高
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リソースタイプ : AWS::ECS::TaskDefinition

AWS Config ルール: ecs-containers-readonly-access

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon ECS コンテナが、マウントされたルートファイルシステムへの読み取り専
用アクセスに制限されているかどうかをチェックします。Amazon ECS のタスク定義の、コンテナ定義に
おける ReadonlyRootFilesystem パラメータが false に設定されている場合、このコントロールは失
敗します。このコントロールは、Amazon ECS タスク定義の最新のアクティブなリビジョンのみを評価し
ます。

このオプションを有効にすると、ファイルシステムフォルダとディレクトリに対する明示的な読み取り/
書き込み権限がない限り、コンテナインスタンスのファイルシステムへの改ざんや書き込みができないた
め、セキュリティ攻撃ベクトルを減らすことができます。このコントロールは、最小特権の原則にも準拠
しています。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

コンテナ定義をルート filesystems (クラシック Amazon ECS コンソール) への読み取り専用アク
セスに制限するには

1. Amazon ECS コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/) を開きます。

クラシック Amazon ECS コンソールを使用
2. ナビゲーションペインで、[Task Definitions] (タスク定義) をクリックします。
3. 更新の必要なコンテナ定義を含む各タスク定義で、次の操作を行います。

• 更新の必要なコンテナ定義を選択します。
• [Edit Container] (コンテナを編集) を選択します。[Storage and Logging] (ストレージとログ記録) 

で、[Read only root file system] (読み取り専用ルートファイルシステム) を選択します。
• [Edit Container] (コンテナを編集) タブの下にある [Update] (更新) をクリックします。
• [Create] (作成) を選択します。

[ECS.8] シークレットは、コンテナ環境の変数として渡さないでください

カテゴリ: 保護 > セキュアな開発 > 認証情報がハードコーディングされていない

重要度: 高

リソースタイプ : AWS::ECS::TaskDefinition

AWS Config ルール: ecs-no-environment-secrets
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スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

• secretKeys = AWS_ACCESS_KEY_ID、AWS_SECRET_ACCESS_KEY、ECS_ENGINE_AUTH_DATA

このコントロールは、コンテナ定義の environment パラメータにある、任意の変数のキー
値に、AWS_ACCESS_KEY_ID、AWS_SECRET_ACCESS_KEY、ECS_ENGINE_AUTH_DATA の
いずれかが含まれているかどうかをチェックします。任意のコンテナ定義内の単一の環境変数
が、AWS_ACCESS_KEY_ID、AWS_SECRET_ACCESS_KEY、ECS_ENGINE_AUTH_DATA のいずれかである
場合、このコントロールは失敗します。このコントロールは、Amazon S3 など、他のロケーションから渡
される環境変数は対象としません。このコントロールは、Amazon ECS タスク定義の最新のアクティブな
リビジョンのみを評価します。

AWS Systems Manager Parameter Store を使用すると、組織のセキュリティ体制の改善に役立ちます。
シークレットと認証情報は、コンテナインスタンスに渡したり、コードにハードコーディングしたりする
のではなく、Parameter Store を使用して保存することが推奨されます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

SSM を使用してパラメータを作成する方法については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の
「Systems Manager パラメータを作成する」を参照してください。シークレットを指定するタスク定義の
作成に関する詳細は、「Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイド」の「Secrets Manager を
使用した機密データの指定」を参照してください。

[ECS.10] Fargate サービスは、Fargate プラットフォームの最新バージョンで実
行する必要があります。

カテゴリ: 特定 > 脆弱性、パッチ、バージョン管理

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::ECS::Service

AWS Config ルール : ecs-fargate-latest-platform-version

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon ECS Fargate サービスが最新バージョンの Fargate プラットフォームで実
行されているかどうかをチェックします。プラットフォームが最新バージョンでない場合、このコント
ロールは失敗します。
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AWS Fargate プラットフォームのバージョンとは、カーネルとコンテナランタイムのバージョンの組み合
わせである、Fargate タスクのインフラストラクチャの特定のランタイム環境を指します。新しいプラッ
トフォームのバージョンは、ランタイム環境の進化に伴ってリリースされます。例えば、新しいバージョ
ンは、カーネルやオペレーティングシステムの更新、新機能、バグ修正、セキュリティ更新があったとき
などにリリースされます。セキュリティの更新やパッチは、Fargateの タスクに自動的にデプロイされま
す。プラットフォームのバージョンに影響を与えるセキュリティ上の問題が見つかった場合、AWS はその
プラットフォームバージョンにパッチを適用します。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

プラットフォームバージョンを含む既存サービスの更新方法については、「Amazon Elastic Container 
Service デベロッパーガイド」の「サービスの更新」を参照してください。

[ECS.12] ECS クラスターでは、Container Insights を有効にする必要があります

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::ECS::Cluster

AWS Config ルール : ecs-container-insights-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、ECS クラスターが Container Insights を使用しているかどうかをチェックします。
クラスターで Container Insights がセットアップされていない場合、このコントロールは失敗します。

モニタリングは、Amazon ECS クラスターの信頼性、可用性、パフォーマンスを維持する上で欠かせな
い要素です。CloudWatch Container Insights を使用して、コンテナ化されたアプリケーションとマイクロ
サービスのメトリクスとログを収集、集計、要約します。CloudWatch は、CPU やメモリ、ディスク、
ネットワークなど、多数のリソースのメトリクスを自動的に収集します。Container Insights では、問題
の迅速な特定と解決に役立つ、コンテナの再起動失敗などの診断情報も提供されます。また、Container 
Insights が収集するメトリクスには CloudWatch アラームを設定できます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
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• 中国 (寧夏)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

Container Insights の使用方法については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「サービスの更
新」を参照してください。

[EFS.1] Amazon EFS は、AWS KMS を使用して保管中のファイルデータを暗号
化するように設定する必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::EFS::FileSystem

AWS Config ルール : efs-encrypted-check

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon Elastic File System が AWS KMS を使用してファイルデータを暗号化する
ように設定されているかどうかをチェックします。次の場合、チェックは失敗します。

• DescribeFileSystems レスポンスで Encrypted は、false に設定されている。
• DescribeFileSystems レスポンスの KmsKeyId キーが efs-encrypted-check の KmsKeyId パラ

メータと一致しない。

このコントロールでは、efs-encrypted-check の KmsKeyId パラメータを使用しないことに注意して
ください。Encrypted の値のみをチェックします。

Amazon EFS で機密データのセキュリティを強化するには、暗号化されたファイルシステムを作成する必
要があります。Amazon EFS は保管時のファイルシステムの暗号化をサポートします。Amazon EFS ファ
イルシステムを作成する場合、保管中のデータの暗号化を有効にすることができます。Amazon EFS 暗号
化の詳細については、「Amazon Elastic File System ユーザーガイド」の「Amazon EFS でのデータ暗号
化」を参照してください。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

修正

新しい Amazon EFS ファイルシステムを暗号化する方法の詳細については、「Amazon Elastic File 
System ユーザーガイド」の「保管中のデータの暗号化」を参照してください。
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[EFS.2] Amazon EFS ボリュームは、バックアッププランに含める必要がありま
す

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > バックアップ

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::EFS::FileSystem

AWS Config ルール : efs-in-backup-plan

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイルシステムが AWS Backup の
バックアッププランに追加されているかどうかをチェックします。Amazon EFS ファイルシステムがバッ
クアッププランに含まれていない場合、コントロールは失敗します。

バックアッププランに EFS ファイルシステムを組み込むと、データの削除やデータの損失からデータを保
護できます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

この問題を修正するには、ファイルシステムを更新して自動バックアップを有効にします。

既存のファイルシステムの自動バックアップを有効にするには

1. Amazon Elastic File System コンソール (https://console.aws.amazon.com/efs/) を開きます。
2. [File systems] (ファイルシステム) ページで、自動バックアップを有効にするファイルシステムを選択

します。

[File system details] (ファイルシステムの詳細) ページが表示されます。
3. [General] (全般) で、[Edit] (編集) を選択します。
4. 自動バックアップを有効にするには、[Enable automatic backups] (自動バックアップを有効化) を選択

します。
5. [Save changes] (変更の保存) を選択します。

詳細については、「Amazon Elastic File System ユーザーガイド」の「Amazon EFS で AWS Backup の使
用」を参照してください。

[EFS.3] EFS アクセスポイントは、ルートディレクトリを適用する必要がありま
す

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理
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重要度: 中

リソースタイプ : AWS::EFS::AccessPoint

AWS Config ルール : efs-access-point-enforce-root-directory

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon EFS アクセスポイントが、ルートディレクトリを適用するように設定され
ているかどうかをチェックします。Path の値が / (ファイルシステムのデフォルトのルートディレクトリ) 
に設定されていると、このコントロールは失敗します。

ルートディレクトリを適用すると、アクセスポイントを使用する NFS クライアントは、ファイルシステム
のルートディレクトリではなく、アクセスポイントに設定されているルートディレクトリを使用します。
アクセスポイントのルートディレクトリを適用すると、アクセスポイントのユーザーを、指定されたサブ
ディレクトリのファイルにのみアクセスさせ、データアクセスを制限することができます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

EFS アクセスポイントのルートディレクトリを適用する方法については、Amazon Elastic File System 
ユーザーガイドの「アクセスポイントでルートディレクトリを適用する」を参照してください。

[EFS.4] EFS アクセスポイントは、ユーザー ID を適用する必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::EFS::AccessPoint

AWS Config ルール : efs-access-point-enforce-user-identity

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon EFS アクセスポイントが、ユーザーアイデンティティを適用するように設
定されているかどうかをチェックします。EFS アクセスポイントの作成中に POSIX ユーザー ID が定義さ
れていない場合、このコントロールは失敗します。

Amazon EFS アクセスポイントは、EFS ファイルシステムへのアプリケーション固有のエントリポイント
です。これにより、共有データセットへのアプリケーションアクセスが管理しやすくなります。アクセス
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ポイントを使用すると、アクセスポイントを介したすべてのファイルシステム要求に対してユーザーアイ
デンティティ (ユーザーの POSIX グループなど) を適用できます。また、ファイルシステムに対して別の
ルートディレクトリを適用し、このディレクトリまたはそのサブディレクトリ内のデータに対してのみ、
クライアントにアクセスを許可することもできます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

Amazon EFS アクセスポイントのユーザーアイデンティティを適用する方法については、Amazon Elastic 
File System ユーザーガイドの「アクセスポイントを使用したユーザ ID の適用」を参照してください。

[EKS.2] EKS クラスターは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行
する必要があります。

カテゴリ: 特定 > 脆弱性、パッチ、バージョン管理

重要度: 高

リソースタイプ : AWS::EKS::Cluster

AWS Config ルール : eks-cluster-supported-version

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

• eks:oldestVersionSupported (現在サポートされている最も古いバージョンは 1.22)

このコントロールは、Amazon EKS クラスターが、サポートされている Kubernetes バージョンで実行さ
れているかどうかをチェックします。EKS クラスターがサポートされていないバージョンで実行されてい
る場合、このコントロールは失敗します。Kubernetes バージョン 1.21 は 2023 年 2 月 15 日に廃止される
ため、このコントロールはクラスターがバージョン 1.22 以降で実行されているかどうかを確認します。詳
細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「Amazon EKS Kubernetes リリースカレンダー」を
参照してください。

アプリケーションが Kubernetes の特定のバージョンを必要としない場合は、EKS がクラスター用にサ
ポートしている、Kubernetes の使用可能な最新バージョンを使用することが推奨されます。Amazon EKS 
でサポートされている Kubernetes バージョンの詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の
「Amazon EKS Kubernetes リリースカレンダー」および「Amazon EKS バージョンのサポートとよくあ
る質問」を参照してください。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。
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• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

EKS クラスターの更新方法については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「Amazon EKS クラスター
の Kubernetes バージョンの更新」を参照してください。

[ElasticBeanstalk.1] Elastic Beanstalk 環境では、拡張ヘルスレポートを有効にす
る必要があります。

カテゴリ: 検出 > 検出サービス > アプリケーションモニタリング

重要度: 低

リソースタイプ : AWS::ElasticBeanstalk::Environment

AWS Config ルール : beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、AWS Elastic Beanstalk 環境で拡張ヘルスレポートが有効になっているかどうかを
チェックします。

Elastic Beanstalk 拡張ヘルスレポートにより、基盤となるインフラストラクチャの健全性の変化に対する
より迅速な対応が可能になります。これらの変更は、アプリケーションの可用性を低下させる可能性があ
ります。

Elastic Beanstalk 拡張ヘルスレポートは、特定された問題の重要度を測定し、調査すべき可能性のある原
因を特定するためのステータス記述子を提供します。サポートされている Amazon マシンイメージ (AMI) 
に含まれる Elastic Beanstalk ヘルスエージェントは、環境 EC2 インスタンスのログとメトリクスを評価
します。

詳細については、「AWS Elastic Beanstalk 開発者ガイド」の「拡張ヘルスレポートおよびモニタリング」
を参照してください。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)
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修正

拡張ヘルスレポートを有効にする手順については、「AWS Elastic Beanstalk 開発者ガイド」の「Elastic 
Beanstalk コンソールを使用した拡張ヘルスレポートの有効化」を参照してください。

[ElasticBeanstalk.2] Elastic Beanstalk のマネージドプラットフォームの更新を有
効にする必要があります

カテゴリ: 検出 > 脆弱性、パッチ、バージョン管理

重要度: 高

リソースタイプ : AWS::ElasticBeanstalk::Environment

AWS Config ルール : elastic-beanstalk-managed-updates-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Elastic Beanstalk 環境でマネージドプラットフォームの更新が有効になっているか
どうかをチェックします。

マネージドプラットフォームの更新を有効にすると、環境で使用可能な最新のプラットフォームの修正、
更新、および機能がインストールされます。パッチのインストールを最新の状態に保つことは、システム
を保護する上で重要なステップです。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

マネージドプラットフォームの更新を有効にする手順については、「AWS Elastic Beanstalk 開発者ガイ
ド」の「マネージドプラットフォームの更新でマネージドプラットフォームの更新を設定するには」を参
照してください。

[ELB.2] HTTPS/SSL リスナーを使用する Classic Load Balancers は、AWS 
Certificate Manager によって提供される証明書を使用する必要があります。

カテゴリ: 保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer

AWS Config ルール : elb-acm-certificate-required

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合
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パラメータ : なし

Classic Load Balancer が AWS Certificate Manager (ACM) によって提供される HTTPS/SSL 証明書を使用
しているかどうかをチェックします。HTTPS/SSL リスナーで構成された Classic Load Balancer が ACM 
によって提供される証明書を使用しない場合、コントロールは失敗します。

証明書の作成には、ACM または SSL や TLS プロトコルをサポートする OpenSSL などのツールを使用で
きます。Security Hub では、ACM を使用して､ロードバランサーの証明書を作成またはインポートするこ
とを推奨します。

ACM は Classic Load Balancer と統合して、ロードバランサーに証明書をデプロイできます。また、これ
らの証明書は自動的に更新する必要があります。

Note

これらのコントロールは、以下のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• AWS GovCloud (米国東部)

修正

ACM SSL/TLS 証明書を Classic Load Balancer に関連付ける方法については、ナレッジセンターの記事
「AWS ACM SSL/TLS 証明書を Classic Load Balancer、Application Load Balancer、または Network Load 
Balancer と関連付ける方法を教えてください」を参照してください。

[ELB.3] Classic Load Balancer のリスナーは、HTTPS または TLS ターミネー
ションで設定する必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer

AWS Config ルール : elb-tls-https-listeners-only

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Classic Load Balancer リスナーがフロントエンド (クライアントからロードバラ
ンサー) 接続に HTTPS または TLS プロトコルを使用するよう設定されているかどうかをチェックしま
す。このコントロールは、Classic Load Balancer にリスナーが有効な場合に適用されます。Classic Load 
Balancer にリスナーが設定されていない場合、コントロールは結果を報告しません。

Classic Load Balancer のリスナーがフロントエンド接続に TLS または HTTPS が設定されている場合、コ
ントロールは成功します。

リスナーがフロントエンド接続に TLS または HTTPS が設定されていない場合、コントロールは失敗しま
す。
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ロードバランサーの使用を開始する前に、1 つまたは複数のリスナーを追加する必要があります。リス
ナーとは、設定したプロトコルとポートを使用して接続リクエストをチェックするプロセスです。リス
ナーは、HTTP プロトコルと HTTPS/TLS プロトコルの両方をサポートします。ロードバランサーが転送
中に暗号化と復号化を行うため、常に HTTPS または TLS リスナーを使用する必要があります。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

この問題を修正するには、TLS または HTTPS プロトコルを使用するようにリスナーを更新します。

すべての非準拠リスナーを TLS/HTTPS リスナーに変更するには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Load Balancers] (ロードバランサー) を選択します。[Classic Load 

Balancer] を選択します。
3. [Listeners] (リスナー) タブを選択し、[Edit] (編集) を選択します。
4. すべてのリスナーについて、[Load Balancer Protocol] (ロードバランサーのプロトコル) が HTTPS ま

たは SSL に設定されていない場合は、設定を HTTPS または SSL に変更します。
5. 変更されたすべてのリスナーに対して、[SSL Certificate] (SSL 証明書) で、[Change] (変更) を選択し

ます。
6. 変更されたすべてのリスナーに対して、[Choose a certificate from ACM] (ACM から証明書を選択する) 

を選択します。
7. [Certificate] (証明書) ドロップダウンリストから証明書を選択します。次に、[Save] (保存) を選択しま

す。
8. すべてのリスナーを更新したら、[Save] (保存) を選択します。

[ELB.4] Application Load Balancer は、HTTP ヘッダーを削除するように設定する
必要があります

カテゴリ: 保護 > ネットワークセキュリティ

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

AWS Config ルール : alb-http-drop-invalid-header-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、AWS Application Load Balancer が無効な HTTP ヘッダーを確実に削除するように
設定されているかを評価します。routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled の値が
false に設定されている場合、コントロールは失敗します。

デフォルトでは、Application Load Balancer は、無効な HTTP ヘッダー値を削除するように設定されてい
ません。これらのヘッダー値を削除すると、HTTP desync 攻撃を防ぐことができます。

ELB.12 (p. 438) が有効になっている場合、このコントロールを無効にできます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。
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• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (大阪)
• ヨーロッパ (ミラノ)

修正

この問題を修正するには、無効なヘッダーフィールドを削除するようにロードバランサーを設定します。

ロードバランサーで無効なヘッダーフィールドを削除するように設定するには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Load Balancers] (ロードバランサー) を選択します。
3. Application Load Balancer を選択します。
4. [Actions] (アクション) で、[Edit attributes] (属性の編集) を選択します。
5. [Drop Invalid Header Fields] (無効なヘッダーフィールドを削除) で、[Enable] (有効) を選択します。
6. [Save] (保存) を選択します。

[ELB.5] アプリケーションおよび Classic Load Balancer のログ記録を有効にする
必要があります

カテゴリ: ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ:
AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer、AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

AWS Config ルール : elb-logging-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

Application Load Balancer と Classic Load Balancer でログ記録が有効になっているかどうかをチェックし
ます。access_logs.s3.enabled が false の場合、コントロールは失敗します。

Elastic Load Balancing は、ロードバランサーに送信されるリクエストに関する詳細情報をキャプチャした
アクセスログを提供します。各ログには、リクエストを受け取った時刻、クライアントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエストのパス、サーバーレスポンスなどの情報が含まれます。これらのアクセスログを
使用して、トラフィックパターンの分析や、問題のトラブルシューティングを行うことができます。

詳細については、「Classic Load Balancer ユーザーガイド」の「Classic Load Balancerのアクセスログ」
を参照してください。

修正

この問題を修正するには、ロードバランサーを更新してログ記録を有効にします。

アクセスログを有効にするには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Load Balancers] (ロードバランサー) を選択します。
3. [Application Load Balancer] または [Classic Load Balancer] を選択します。

434

https://console.aws.amazon.com/ec2/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/classic/access-log-collection.html
https://console.aws.amazon.com/ec2/


AWS Security Hub ユーザーガイド
AWS Foundational Security Best Practices 標準

4. [Actions] (アクション) で、[Edit attributes] (属性の編集) を選択します。
5. [Access logs] (アクセスログ) で、[Enable] (有効) を選択します
6. S3 のロケーションを入力します。このロケーションは既存のものを使用するか、作成することもでき

ます。プレフィックスを指定しない場合、アクセスログは S3 バケットのルートに保存されます。
7. [Save] (保存) を選択します。

[ELB.6] Application Load Balancer で削除保護を有効にする必要があります

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

AWS Config ルール : elb-deletion-protection-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Application Load Balancer で削除保護が有効になっているかどうかをチェックしま
す。削除保護が設定されていない場合、コントロールは失敗します。

削除保護を有効にして、Application Load Balancer を削除から保護します。

修正

ロードバランサーが誤って削除されるのを防ぐために、削除保護を有効にできます。デフォルトでは、
ロードバランサーで削除保護が無効になっています。

ロードバランサーの削除保護を有効にした場合、ロードバランサーを削除する前に無効にする必要があり
ます。

コンソールから削除保護を有効にするには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [LOAD BALANCING] (ロードバランシング) で [Load Balancers] (ロードバラ

ンサー) を選択します。
3. ロードバランサーを選択します。
4. [Description] (説明) タブで、[Edit attributes] (属性の編集) を選択します。
5. [Edit load balancer attributes] (ロードバランサー属性の編集) ページで、[Enable for Delete Protection]

(削除保護を有効にする) を選択し、[Save] (保存) を選択します。
6. [Save] (保存) を選択します。

詳細については、「Application Load Balancer ユーザーガイド」の「削除保護」を参照してください。

[ELB.7] Classic Load Balancers は、Connection Draining を有効にする必要があ
ります

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
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AWS Config ルール: elb-connection-draining-enabled (Security Hub が開発したカスタムルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Classic Load Balancers で Connection Draining が有効になっているかどうかを
チェックします。

Classic Load Balancers で Connection Draining を有効にすることで、ロードバランサーは、登録解除中の
インスタンスまたは異常の発生したインスタンスへのリクエストの送信を確実に停止します。既存の接続
を開いたままにします。これは、Auto Scaling グループのインスタンスで、接続が突然切断されないよう
にするために特に役立ちます。

修正

Classic Load Balancers で Connection Draining を有効にするには、「Classic Load Balancer ユーザー
ガイド」の「Configure connection draining for your Classic Load Balancer (Classic Load Balancer の 
Connection Draining を設定する)」のステップに従ってください。

[ELB.8] HTTPS/SSL リスナーを使用する Classic Load Balancers は、強力な設定
を持つ事前定義されたセキュリティポリシーを使用する必要があります

カテゴリ: 保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer

AWS Config ルール : elb-predefined-security-policy-ssl-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

• predefinedPolicyName: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01

このコントロールは、Classic Load Balancer の HTTPS/SSL リスナーが事前定義されたポリシー
ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 を使用しているかどうかをチェックします。Classic Load 
Balancer の HTTPS/SSL リスナーが ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 を使用しない場合、コン
トロールは失敗します。

セキュリティポリシーは、SSL プロトコル、暗号、およびサーバーの優先順位オプションを組み合わせた
ものです。事前定義されたポリシーは、クライアントとロードバランサー間の SSL ネゴシエーションでサ
ポートする暗号、プロトコル、および優先順位をコントロールします。

ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 を使用すると、SSL および TLS の特定のバージョンを無効
にする必要があるコンプライアンスとセキュリティ標準に準拠することに役立ちます。詳細については、
「Classic Load Balancer ユーザーガイド」の「Classic Load Balancer の事前定義された SSL セキュリ
ティポリシー」を参照してください。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (大阪)
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• ヨーロッパ (ミラノ)
• AWS GovCloud (米国東部)

修正

Classic Load Balancer で定義済みのセキュリティポリシー ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 を
使用する方法については、「Classic Load Balancer ユーザーガイド」の「セキュリティ設定の構成」を参
照してください。

[ELB.9] Classic Load Balancer では、クロスゾーンロードバランシングが有効に
なっている必要があります

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer

AWS Config ルール : elb-cross-zone-load-balancing-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

• predefinedPolicyName: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01

このコントロールは、クロスゾーンロードバランシングが Classic Load Balancer (CLB) に対して有効に
なっているかどうかをチェックします。クロスゾーンロードバランシングが CLB に対して有効になってい
ない場合、このコントロールは失敗します。

ロードバランサノードは、アベイラビリティーゾーン内の登録済みターゲット全体にのみトラフィックを
分散します。クロスゾーンロードバランシングが無効の場合、各ロードバランサーノードは、そのアベイ
ラビリティーゾーンの登録済みターゲットにのみトラフィックを分散します。登録済みターゲット数がア
ベイラビリティーゾーン間で同じでない場合、トラフィックは均等に分散されず、あるゾーンのインスタ
ンスは、別のゾーンのインスタンスと比較して過剰に使用される可能性があります。クロスゾーンロード
バランシングを有効にすると、Classic Load Balancer の各ロードバランサーノードは、有効なすべてのア
ベイラビリティーゾーンに登録済みのインスタンスにリクエストを均等に分散します。詳細については、
「Elastic Load Balancing ユーザーガイド」の「クロスゾーンロードバランシング」を参照してください。

Note

このコントロールは、アフリカ (ケープタウン) および中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

Classic Load Balancer でクロスゾーンロードバランシングを有効にするには、「Elastic Load Balancing 
ユーザーガイド」の「クロスゾーンロードバランシングを有効にする」を参照してください。

[ELB.10] Classic Load Balancers は、複数のアベイラビリティーゾーンにまた
がっている必要があります

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
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AWS Config ルール : clb-multiple-az

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Classic Load Balancer が複数のアベイラビリティーゾーンにまたがるように設定さ
れているかどうかをチェックします。Classic Load Balancer が複数のアベイラビリティーゾーンにまた
がっていない場合、コントロールは失敗します。

Classic Load Balancer は、単一のアベイラビリティーゾーンまたは複数のアベイラビリティーゾーンに
ある Amazon EC2 インスタンスに受信リクエストを配信するように設定できます。複数のアベイラビリ
ティーゾーンにまたがらない Classic Load Balancer は、単独で構成されたアベイラビリティーゾーンが使
用できなくなった場合、別のアベイラビリティーゾーンのターゲットにトラフィックをリダイレクトする
ことはできません。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

Classic Load Balancer にアベイラビリティーゾーンを追加する方法については、「Classic Load Balancer 
ユーザーガイド」の「アベイラビリティーゾーンの追加または削除」を参照してください。

[ELB.12] Application Load Balancerは、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和
モードで構成する必要があります

カテゴリ: データ保護 > データ整合性

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

AWS Config ルール : alb-desync-mode-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

• desyncMode: 防御、最も厳密

このコントロールは、Application Load Balancer が防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードに設定
されているかどうかをチェックします。Application Load Balancer が防御モードまたは最も厳密な非同期
緩和モードに設定されていない場合、このコントロールは失敗します。

HTTP 非同期の問題はリクエストスマグリングにつながり、アプリケーションがリクエストキューや
キャッシュポイズニングに対して脆弱になる可能性があります。そしてこうした脆弱性は、認証情報ス
タッフィングや不正なコマンドの実行につながります。防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで
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構成された Application Load Balancer は、HTTP 非同期に起因するセキュリティ上の問題からアプリケー
ションを保護します。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

Application Load Balancer の非同期緩和モードの更新方法については、「Application Load Balancer ユー
ザーガイド」の「Desync mitigation mode」(非同期緩和モード) を参照してください。

[ELB.13] アプリケーション、ネットワーク、Gateway Load Balancer は、複数の
アベイラビリティーゾーンにまたがっている必要があります

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

AWS Config ルール : elbv2-multiple-az

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Elastic Load Balancer V2 (アプリケーション、ネットワーク、または Gateway Load 
Balancer) に複数のアベイラビリティーゾーン (AZ) のインスタンスが登録されているかどうかをチェック
します。Elastic Load Balancer V2 に登録されているインスタンスのアベイラビリティゾーンが 2 つ未満の
場合、このコントロールは失敗します。

Elastic Load Balancing は、受信したトラフィックを複数のアベイラビリティーゾーンの複数のターゲッ
ト (EC2 インスタンス、コンテナ、IP アドレスなど) に自動的に分散させます。Elastic Load Balancing 
は、受信トラフィックの時間的な変化に応じて、ロードバランサーをスケーリングします。サービスの
可用性を確保するため、2 つ以上のアベイラビリティーゾーンを設定することが推奨されます。それによ
り、Elastic Load Balancer はアベイラビリティーゾーンを使用できなくなったときに、別のアベイラビリ
ティーゾーンにトラフィックを転送することができます。複数のアベイラビリティーゾーンを設定してお
くと、アプリケーションの単一障害点を回避できます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)
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修正

アベイラビリティーゾーンを Application Load Balancer に追加する方法については、「Application Load 
Balancer ユーザーガイド」の「Application Load Balancer のアベイラビリティーゾーン」参照してくださ
い。アベイラビリティーゾーンを Network Load Balancer に追加する方法については、「Network Load 
Balancer ユーザーガイド」の「Network Load Balancer」を参照してください。アベイラビリティーゾー
ンを Gateway Load Balancer に追加する方法については、「Gateway Load Balancer ユーザーガイド」の
「Create a Gateway Load Balancer」(Gateway Load Balancer の作成) を参照してください。

[ELB.14] Application Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和
モードで設定する必要があります

カテゴリ: データ保護 > データ整合性

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer

AWS Config ルール : clb-desync-mode-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

• desyncMode: 防御、最も厳密

このコントロールは、Classic Load Balancer が防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで設定され
ているかどうかをチェックします。Application Load Balancer が防御モードまたは最も厳密な非同期緩和
モードで設定されていない場合、このコントロールは失敗します。

HTTP 非同期の問題はリクエストスマグリングにつながり、アプリケーションがリクエストキューや
キャッシュポイズニングに対して脆弱になる可能性があります。そしてこうした脆弱性は、認証情報の
乗っ取りや不正なコマンドの実行につながります。防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで構成
された Classic Load Balancer は、HTTP 非同期に起因するセキュリティ上の問題からアプリケーションを
保護します。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

Classic Load Balancer の非同期緩和モードの更新方法については、「Classic Load Balancer ユーザーガイ
ド」の「Modify desync mitigation mode」(非同期緩和モードの変更) を参照してください。

[ELBv2.1] Application Load Balancer は、すべての HTTP リクエストを HTTPS に
リダイレクトするように設定する必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化
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重要度: 中

リソースタイプ : AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

AWS Config ルール : alb-http-to-https-redirection-check

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ : なし

このコントロールは、HTTP から HTTPS へのリダイレクトが Application Load Balancer のすべての 
HTTP リスナーで設定されているかどうかを確認します。Application Load Balancer の 1 つ以上の HTTP 
リスナーに HTTP から HTTPS へのリダイレクトが設定されていない場合、チェックは失敗します。

Application Load Balancer の使用を開始する前に、1 つ以上のリスナーを追加する必要があります。リス
ナーとは、設定したプロトコルとポートを使用して接続リクエストをチェックするプロセスです。リス
ナーは、HTTP プロトコルと HTTPS プロトコルの両方をサポートします。HTTPS リスナーを使用して、
暗号化と復号化の作業を Application Load Balancer にオフロードすることができます。Application Load 
Balancer でリダイレクトアクションを使用して、クライアント HTTP リクエストをポート 443 の HTTPS 
リクエストにリダイレクトし、転送中の暗号化を適用する必要があります。

詳細については、「Application Load Balancer ユーザーガイド」の「Application Load Balancer のリス
ナー」を参照してください。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

修正

この問題を修正するには、ロードバランサーを更新して HTTP リクエストをリダイレクトします。

Application Load Balancer で HTTP リクエストを HTTPS にリダイレクトするには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Load Balancers] (ロードバランサー) を選択します。
3. Application Load Balancer を選択します。
4. [Listeners] (リスナー) タブを選択します。
5. HTTP リスナー (ポート 80 TCP) を選択し、[Edit] (編集) を選択します。
6. 既存のルールがある場合は、それを削除する必要があります。それ以外の場合は、[Add action] (アク

ションの追加) を選択し、[Redirect to...] (リダイレクト先...) を選択します。
7. HTTPS を選択し、443 と入力します。
8. 丸印で囲まれたチェックマークを選択し、[Update] (更新) を選択します。

[EMR.1] Amazon EMR クラスターマスターノードは、パブリック IP アドレスを
設定していない必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定
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重要度: 高

リソースタイプ : AWS::EMR::Cluster

AWS Config ルール : emr-master-no-public-ip

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon EMR クラスターのマスターノードにパブリック IP アドレスが設定されて
いるかどうかをチェックします。

マスターノードに、インスタンスのいずれかに関連付けられたパブリック IP アドレスがある場合、コ
ントロールは失敗します。パブリック IP アドレスは、インスタンスの NetworkInterfaces 設定の
PublicIp フィールドで指定されます。このコントロールは、RUNNING または WAITING 状態にある 
Amazon EMR クラスターのみをチェックします。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

修正

起動中に、デフォルトサブネットまたはデフォルト以外のサブネット内のインスタンスがパブリック IPv4 
アドレスを割り当てられるかどうかをコントロールできます。

デフォルトでは、デフォルトサブネットのこの属性は true に設定されています。Amazon EC2 起動イン
スタンスウィザードによって作成された場合を除き、デフォルト以外のサブネットで IPv4 パブリックアド
レス属性は false に設定されています。この場合、ウィザードは属性を true に設定します。

IPv4 パブリックアドレス属性が false に設定されているプライベートサブネットを持つ VPC でクラス
ターを起動する必要があります。

起動後に、インスタンスからパブリック IPv4 アドレスの割り当てを手動で解除することはできません。

この結果を修正するには、VPC プライベートサブネットに新しいクラスターを作成する必要がありま
す。VPC プライベートサブネットでクラスターを起動する方法の詳細については、「Amazon EMR 管理
ガイド」の「VPC 内でクラスターを起動する」を参照してください。

[ES.1] Elasticsearch ドメインは、保管中の暗号化を有効にする必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::Elasticsearch::Domain

AWS Config ルール : elasticsearch-encrypted-at-rest

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ : なし
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このコントロールは、Elasticsearch ドメインで保管中の暗号化設定が有効になっているかどうかをチェッ
クします。保管中の暗号化が有効になっていない場合、チェックは失敗します。

OpenSearch 内の機密データのセキュリティを強化するには、保管中に暗号化されるように OpenSearch 
を設定する必要があります。Elasticsearch ドメインは、保管中のデータの暗号化を提供します。この機能
では AWS KMS を使用して、暗号化キーを保存し管理します。暗号化の実行には、256 ビットキーを使用
した Advanced Encryption Standard アルゴリズム (AES-256) を使用します。

保管中の OpenSearch での暗号化の詳細については、「Amazon OpenSearch Service 開発者ガイド」の
「Amazon OpenSearch Service の保管中のデータの暗号化」を参照してください。

Note

t.small や t.medium などの特定のインスタンスタイプでは、保管中のデータの暗号化がサ
ポートされていません。詳細については、「Amazon OpenSearch Service 開発者ガイド」の「サ
ポートされるインスタンスタイプ」を参照してください。

修正

デフォルトでは、ドメインの保管中のデータは暗号化されず、既存のドメインでこの機能の使用は設定で
きません。

この機能を有効にするには、別のドメインを作成してデータを移行する必要があります。ドメインの作成
の詳細については、「Amazon OpenSearch Service 開発者ガイド」を参照してください。

保管中のデータの暗号化には、OpenSearch Service 5.1 以降が必要です。OpenSearch Service での保管
中のデータの暗号化の詳細については、「Amazon OpenSearch Service 開発者ガイド」を参照してくださ
い。

[ES.2] Elasticsearch ドメインは VPC 内に存在する必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > VPC 内のリソース

重要度: 非常事態

リソースタイプ : AWS::Elasticsearch::Domain

AWS Config ルール : elasticsearch-in-vpc-only

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ : なし

このコントロールは、Elasticsearch ドメインが VPC 内にあるかどうかをチェックします。このコント
ロールは、パブリックアクセスの可能性を判断するための VPC サブネットルーティング設定を評価しま
せん。Elasticsearch ドメインがパブリックサブネットに添付済みでないことを確認する必要があります。
「Amazon OpenSearch Service 開発者ガイド」の「リソースベースのポリシー」を参照してください。ま
た、推奨されるベストプラクティスに従って VPC が確実に設定されていることを確認する必要がありま
す。「Amazon VPC ユーザーガイド」の「VPC のセキュリティのベストプラクティス」を参照してくださ
い。

VPC 内にデプロイされた Elasticsearch ドメインは、パブリックインターネットを経由する必要なく、プ
ライベート AWS ネットワーク経由で VPC リソースと通信できます。この設定では、転送中のデータへの
アクセスを制限することにより、セキュリティ体制が向上します。VPC は、ネットワーク ACL やセキュ
リティグループを含む Elasticsearch ドメインへのアクセスを保護するための多数のネットワークコント
ロールを提供します。Security Hub では、これらのコントロールを有効に利用するために、パブリック 
Elasticsearch ドメインを VPC に移行することを推奨します。
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修正

パブリックエンドポイントを使用してドメインを作成する場合、後で VPC 内にドメインを配置すること
はできません。代わりに、新規のドメインを作成して、データを移行する必要があります。逆の場合も同
様です。VPC 内にドメインを作成する場合、パブリックエンドポイントを持つことはできません。代わり
に、別のドメインを作成するか、このコントロールを無効にする必要があります。

「Amazon OpenSearch Service 開発者ガイド」の「VPC 内で Amazon OpenSearch Service ドメインを起
動する」を参照してください。

[ES.3] Elasticsearch ドメインは、ノード間で送信されるデータを暗号化する必要
があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::Elasticsearch::Domain

AWS Config ルール : elasticsearch-node-to-node-encryption-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは Elasticsearch ドメインでノード間の暗号化が有効になっているかどうかをチェックし
ます。

HTTPS (TLS) を使用すると、潜在的な攻撃者が中間者攻撃または同様の攻撃を使用してネットワークトラ
フィックを盗聴または操作することを防止できます。HTTPS (TLS) 経由の暗号化された接続のみを許可す
る必要があります。Elasticsearch ドメインのノード間の暗号化を有効にすると、クラスター内の通信が転
送中に確実に暗号化されます。

この設定には、パフォーマンス上のペナルティが発生する可能性があります。このオプションを有効にす
る前に、パフォーマンスのトレードオフを認識してテストする必要があります。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• ヨーロッパ (ミラノ)

修正

新規および既存のドメインでノード間の暗号化を有効にする方法については、「Amazon OpenSearch 
Service デベロッパーガイド」の「ノード間の暗号化を有効にする」を参照してください。

[ES.4] CloudWatch Logs への Elasticsearch ドメインエラーログ記録を有効にす
る必要があります

カテゴリ: 識別 - ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::Elasticsearch::Domain
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AWS Config ルール : elasticsearch-logs-to-cloudwatch

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

• logtype = 'error'

このコントロールは、Elasticsearch ドメインが CloudWatch Logs にエラーログを送信するように設定さ
れているかどうかをチェックします。

Elasticsearch ドメインのエラーログを有効にし、これらのログは保持と応答のために CloudWatch Logs 
に送信する必要があります。ドメインのエラーログは、セキュリティとアクセス監査や、可用性の問題の
診断に役立ちます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

ログ発行を有効にする方法については、「Amazon OpenSearch Service 開発者ガイド」の「ログ発行を有
効にする (コンソール)」を参照してください。

[ES.5] Elasticsearch ドメインで監査ログ記録が有効になっている必要があります

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::Elasticsearch::Domain

AWS Config ルール: elasticsearch-audit-logging-enabled (Security Hub が開発したカスタム
ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

• cloudWatchLogsLogGroupArnList (オプション) Security Hub は、このパラメータを設定しませ
ん。監査ログ用に設定する必要がある CloudWatch Logs ロググループのカンマ区切りリスト。

Elasticsearch ドメインの CloudWatch Logs ロググループがこのパラメータリストで指定されていない
場合、このルールは NON_COMPLIANT です。

このコントロールは、Elasticsearch ドメインで監査ログ記録が有効になっているかどうかをチェックしま
す。Elasticsearch ドメインで監査ログ記録が有効になっていない場合、このコントロールは失敗します。

監査ログは高度なカスタマイズが可能です。これにより、認証の成功と失敗、OpenSearch へのリクエス
ト、インデックス変更、受信検索クエリなど、Elasticsearch クラスターでのユーザーアクティビティを追
跡できます。
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修正

監査ログを有効にする詳細な手順については、「Amazon OpenSearch Service 開発者ガイド」の「監査ロ
グの有効化」を参照してください。

[ES.6] Elasticsearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要です

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::Elasticsearch::Domain

AWS Config ルール: elasticsearch-data-node-fault-tolerance (Security Hub が開発したカスタ
ムルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Elasticsearch ドメインに少なくとも 3 つのデータノードが設定されていること、ま
た zoneAwarenessEnabled が true かどうかをチェックします。

Elasticsearch ドメインでは、高可用性と耐障害性のために少なくとも 3 つのデータノードが必要です。少
なくとも 3 つのデータノードを持つ Elasticsearch ドメインをデプロイすると、ノードに障害が発生した場
合のクラスター操作が確保されます。

修正

Elasticsearch ドメインのデータノードの数を変更するには

1. Amazon OpenSearch Service コンソール (https://console.aws.amazon.com/aos/) を開きます。
2. [My domains] (ドメイン) で、編集するドメインの名前を選択します。
3. [Edit domain] (ドメインの編集) を選択します。
4. [Data nodes] (データノード) で、[Number of nodes] (ノード数) に 3 以上の数値を設定します。

3 つのアベイラビリティーゾーンのデプロイは、3 の倍数に設定してアベイラビリティーゾーン間で
均等に配信されるようにします。

5. [Submit] (送信) を選択します。

[ES.7] Elasticsearch ドメインは、少なくとも 3 つの専用マスターノードを設定す
る必要があります。

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::Elasticsearch::Domain

AWS Config ルール: elasticsearch-primary-node-fault-tolerance (Security Hub が開発したカ
スタムルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし
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このコントロールは、Elasticsearch ドメインが、少なくとも 3 つの専用マスターノードで構成されている
かどうかをチェックします。ドメインが専用マスターノードを使用しない場合、このコントロールは失敗
します。Elasticsearch ドメインに 5 つの専用マスターノードがある場合、このコントロールは成功しま
す。ただし、3 つ以上のマスターノードの使用は、可用性リスクを低減するために不要な場合があり、使
用により追加コストが発生します。

Elasticsearch ドメインでは、高可用性と耐障害性のために、少なくとも 3 つの専用マスターノードが必
要です。専用マスターノードのリソースは、データノードのブルー/グリーンのデプロイ中に管理が必要
なノードが追加されるため、負荷がかかることがあります。少なくとも 3 つの専用マスターノードを持つ 
Elasticsearch ドメインをデプロイすると、ノードに障害が発生した場合に十分なマスターノードのリソー
ス容量とクラスター操作が確保されます。

修正

OpenSearch ドメイン内の専用マスターノード数を変更するには

1. Amazon OpenSearch Service コンソール (https://console.aws.amazon.com/aos/) を開きます。
2. [My domains] (ドメイン) で、編集するドメインの名前を選択します。
3. [Edit domain] (ドメインの編集) を選択します。
4. [Dedicated master nodes] (専用マスターノード) で、[Instance type] (インスタンスタイプ) に目的のイ

ンスタンスタイプを設定します。
5. [Number of master nodes] (マスターノードの数) を 3 以上に設定します。
6. [Submit] (送信) を選択します。

[ES.8] Elasticsearch ドメインへの接続は TLS 1.2 を使用して暗号化する必要があ
ります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::Elasticsearch::Domain

AWS Config ルール: elasticsearch-https-required (Security Hub が開発したカスタムルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Elasticsearch ドメインへの接続に TLS 1.2 の使用が必要かどうかをチェックしま
す。Elasticsearch ドメイン TLSSecurityPolicy が Policy-Min-TLS-1-2-2019-07 でない場合、チェック
は失敗します。

HTTPS (TLS) を使用すると、潜在的な攻撃者が中間者攻撃または同様の攻撃を使用してネットワークトラ
フィックを盗聴または操作することを防止できます。HTTPS (TLS) 経由の暗号化された接続のみを許可す
る必要があります。転送中のデータの暗号化は、パフォーマンスに影響する可能性があります。TLS のパ
フォーマンスプロファイルと TLS の影響を把握するには、この機能を使用してアプリケーションをテスト
する必要があります。TLS 1.2 は、以前の TLS バージョンに比べて、いくつかのセキュリティ機能の強化
を提供します。

修正

TLS 暗号化を有効にするには、UpdateDomainConfig API オペレーションを使用し
て、TLSSecurityPolicy を設定するために DomainEndpointOptions を設定します。詳細について
は、「Amazon OpenSearch Service 開発者ガイド」を参照してください。
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[GuardDuty.1] GuardDuty を有効にする必要があります

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重要度: 高

リソースタイプ : AWS アカウント

AWS Config ルール : guardduty-enabled-centralized

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ : なし

このコントロールは、GuardDuty アカウントおよびリージョンで Amazon GuardDuty が有効になっている
かどうかをチェックします。

GuardDuty は、サポートされているすべての AWS リージョンで有効にすることが強く推奨されていま
す。このように設定することで、ユーザーが能動的に使用していないリージョンでも、許可されてい
ないアクティビティや異常なアクティビティに関する結果を GuardDuty で生成できます。これにより 
GuardDuty で、IAM などのグローバルな AWS のサービス の CloudTrail イベントもモニタリングできま
す。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (バーレーン)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)

修正

この問題を修正するには、GuardDuty を有効にします。

GuardDuty を有効にする方法 (AWS Organizations を使用して複数のアカウントを管理する方法を含む) の
詳細については、「Amazon GuardDuty ユーザーガイド」の「GuardDuty の開始方法」を参照してくださ
い。

[IAM.1] IAM ポリシーでは、完全な「*」管理者権限を許可しないでください

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 高

リソースタイプ : AWS::IAM::Policy

AWS Config ルール : iam-policy-no-statements-with-admin-access

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:
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• excludePermissionBoundaryPolicy: true

このコントロールは、IAM ポリシー (カスタマー管理ポリシーとも呼ばれます) のデフォルトバージョン
に、"Action": "*" が "Resource": "*" に対して規定された "Effect": "Allow" ステートメン
トを持つ管理者アクセス権があるかどうかをチェックします。このようなステートメントを含む IAM ポリ
シーがある場合、コントロールは失敗します。

コントロールは、作成したカスタマーマネージドポリシーのみをチェックします。インラインおよび AWS 
マネージドポリシーはチェックされません。

IAM ポリシーは、ユーザー、グループ、またはロールに付与される権限のセットを定義します。標準的な
セキュリティアドバイスに従って、AWS は最小特権を付与することを推奨します。これは、タスクの実行
に必要な許可のみ付与することを意味します。ユーザーが必要とする最小限の許可セットではなく、完全
な管理者権限を提供すると、リソースが不要なアクションにさらされる可能性があります。

完全な管理者権限を許可するのではなく、ユーザーが何をする必要があるのかを決定し、ユーザーが、そ
れらのタスクのみを実行できるポリシーを作成します。最小限の許可セットから開始し、必要に応じて追
加許可を付与する方がより安全です。あまりにも寛大な許可から始めて、後でそれらを強化しようとしな
いでください。

"Effect": "Allow"  および "Action": "*" が "Resource": "*" に対して規定されたステートメ
ントを持つ IAM ポリシーは削除する必要があります。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。
AWS Config は、Security Hub を使用するすべてのリージョンで有効にする必要があります。た
だし、グローバルリソースの記録は 1 つのリージョンで有効にすることができます。グローバル
リソースを 1 つのリージョンにのみ記録する場合は、グローバルリソースを記録するリージョン
以外のすべてのリージョンでこのコントロールを無効にすることができます。

修正

IAM ポリシーを変更して、完全な「*」管理者権限を許可しないようにする方法については、「IAM ユー
ザーガイド」の「IAM ポリシーの編集」を参照してください。

[IAM.2] IAM ユーザーには IAM ポリシーを添付しないでください

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 低

リソースタイプ : AWS::IAM::User

AWS Config ルール : iam-user-no-policies-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、いずれの IAM ユーザーにもポリシーが添付済みでないことをチェックします。代わ
りに、IAM ユーザーは、IAM グループまたはロールから許可を継承する必要があります。

デフォルトでは、IAM ユーザー、グループ、ロールには AWS リソースへのアクセス権はありませ
ん。IAM ポリシーで、ユーザー、グループ、またはロールに権限を付与します。IAM ポリシーはグルー
プとロールには直接適用しますが、ユーザーには直接適用しないことを推奨します。グループレベルまた
はロールレベルで権限を割り当てると、ユーザー数が増えるにつれてアクセス管理の複雑さが軽減されま
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す。アクセス管理の複雑さを軽減することで、プリンシパルが誤って過剰な権限を受け取ったり保持する
機会を減らすことができます。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。
Amazon Simple Email Service が作成した IAM ユーザーは、インラインポリシーを使用して自動
作成されます。Security Hub は、これらのユーザーをこのコントロールから自動的に除外しま
す。
AWS Config は、Security Hub を使用するすべてのリージョンで有効にする必要があります。た
だし、グローバルリソースの記録は 1 つのリージョンで有効にすることができます。グローバル
リソースを 1 つのリージョンにのみ記録する場合は、グローバルリソースを記録するリージョン
以外のすべてのリージョンでこのコントロールを無効にすることができます。

修正

この問題を解決するには、IAM グループを作成し、ポリシーをこのグループにアタッチします。続い
て、ユーザーをこのグループに追加します。ポリシーは、グループ内の各ユーザーに適用されます。ユー
ザーに直接添付されているポリシーを削除するには、IAM ユーザーガイドの「IAM ID のアクセス許可の追
加および削除」を参照してください。

[IAM.3] IAM ユーザーのアクセスキーは 90 日以内にローテーションする必要があ
ります

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::IAM::User

AWS Config ルール : access-keys-rotated

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

• maxAccessKeyAge: 90

このコントロールは、アクティブなアクセスキーが 90 日以内にローテーションされているかどうかを
チェックします。

アカウントのすべてのアクセスキーを生成したり削除したりしないことを強く推奨します。代わりにベ
ストプラクティスとして、1 つ以上の IAM ロールを作成するか、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) によるフェデレーション を使用することを推奨します。これらのメソッドを使用し
て、ユーザーが AWS Management Console および AWS CLI にアクセスできるようにすることができま
す。

各アプローチにはそれぞれのユースケースがあります。フェデレーションは、既存の中央ディレクトリを
保有する企業や、現在の制限 IAM ユーザーよりも多くを必要とする予定の企業にとって一般的に適してい
ます。AWS 環境の外部で実行されるアプリケーションには、AWS リソースへのプログラムによるアクセ
スキーが必要です。

ただし、プログラムによるアクセスを必要とするリソースが AWS 内部で実行される場合、IAM ロールの
使用がベストプラクティスとなります。ロールを使用すると、アクセスキー ID とシークレットアクセス
キーを設定にハードコーディングすることなく、リソースへのアクセスを許可できます。

アクセスキーとアカウントの保護の詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS アクセス
キーを管理するためのベストプラクティス」を参照してください。また、ブログ記事「プログラムからの
アクセス利用時に AWS アカウントを保護するためのガイドライン」も参照してください。
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アクセスキーが既に存在する場合、Security Hub では 90 日ごとにアクセスキーをローテーションするこ
とを推奨します。アクセスキーをローテーションすることにより、侵害されたアカウントや終了したアカ
ウントに関連付けられているアクセスキーが使用される可能性が低くなります。また、紛失した、クラッ
クされた、盗まれた古いキーでデータにアクセスできないようにします。アクセスキーをローテーション
したら、必ずアプリケーションを更新してください。

アクセスキーは、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーで構成されます。これは AWS へのプログ
ラムによるリクエストの署名に使用されます。AWS CLI、Tools for Windows PowerShell、AWS SDK から 
AWS をプログラムで呼び出したり、個々の AWS のサービス の API 操作を使用して直接 HTTP 呼び出し
を行うには、ユーザー自身のアクセスキーが必要です。

組織で AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center) を使用してい
る場合、ユーザーは Active Directory、組み込み IAM Identity Center ディレクトリ、または IAM Identity 
Center に接続された別の ID プロバイダー (IdP) にサインインできます。次に、アクセスキーを必要とせ
ずに、AWS CLI コマンドを実行したり、AWS API オペレーションを呼び出しす IAM ロールにマッピング
されます。詳細については、「AWS Command Line Interface ユーザーガイド」の「AWS CLI を設定して 
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用する」を参照してください。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

AWS Config は、Security Hub を使用するすべてのリージョンで有効にする必要があります。た
だし、グローバルリソースの記録は 1 つのリージョンで有効にすることができます。グローバル
リソースを 1 つのリージョンにのみ記録する場合は、グローバルリソースを記録するリージョン
以外のすべてのリージョンでこのコントロールを無効にすることができます。

修正

この問題を修正するには、90 日より古いキーをすべて置き換えます。

アクセスキーが 90 日間を越えて使用されないようにするには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. [Users] (ユーザー) を選択します。
3. [Access key age] (アクセスキーの古さ) が 90 日を超えている各ユーザーに対して、[User name] (ユー

ザー名) を選択してそのユーザーの設定を開きます。
4. [Security credentials] (セキュリティ認証情報) を選択します。
5. ユーザーの新しいキーを作成するには:

a. [Create access key] (アクセスキーの作成) を選択します。
b. キーの内容を保存するには、シークレットアクセスキーをダウンロードするか、[Show] (表示) を

選択した後でページからコピーします。
c. ユーザーに提供するための安全な場所にキーを保存します。
d. [Close] (閉じる) を選択します。

6. 以前のキーを使用していたすべてのアプリケーションを更新し、新しいキーを使用するようにしま
す。

7. 以前のキーで、[Make inactive] (非アクティブにする) を選択してアクセスキーを非アクティブにしま
す。これで、ユーザーは以前のキーを使用してリクエストを行うことができなくなります。

8. すべてのアプリケーションが新しいキーで想定どおりに機能することを確認します。
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9. すべてのアプリケーションが新しいキーで想定どおりに機能することを確認したら、以前のキーを削
除します。アクセスキーは削除した後に復元することはできません。

以前のキーを削除するには、行の末尾にある X を選択し、[Delete] (削除) を選択します。

[IAM.4] IAM ルートユーザーアクセスキーが存在してはいけません

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 非常事態

リソースタイプ : AWS アカウント

AWS Config ルール : iam-root-access-key-check

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ : なし

このコントロールは、ルートユーザーアクセスキーが存在するかどうかをチェックします。

ルートユーザーは、最も権限のある AWS アカウント です。AWS アクセスキーは、指定されたアカウン
トにプログラムからアクセスすることを可能にします。

Security Hub では、ルートユーザーに関連付けられたすべてのアクセスキーの削除を推奨します。これに
より、お使いのアカウントの侵害に使用できるベクトルが制限されます。また、最小特権のロールベース
のアカウントの作成と使用が促進されます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• アジアパシフィック (大阪)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

修正

ルートユーザーアクセスキーを削除するには、「IAM ユーザーガイドの「ルートユーザーのアクセスキー
の削除」を参照してください。

[IAM.5] コンソールパスワードを使用するすべての IAM ユーザーに対して MFA を
有効にする必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::IAM::User

AWS Config ルール : mfa-enabled-for-iam-console-access

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ : なし
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このコントロールは、コンソールパスワードを使用するすべての IAM ユーザーについて AWS 多要素認証 
(MFA) が有効になっているかどうかをチェックします。

多要素認証 (MFA) は、ユーザー名とパスワードに更なる保護手段を追加します。MFA が有効な場合、
ユーザーが AWS ウェブサイトにサインインすると、ユーザー名とパスワードの入力を求められます。さ
らに、AWS MFA デバイスからの認証コードの入力が求められます。

コンソールパスワードを使用するすべてのアカウントにおいて、MFA を有効にすることを推奨しま
す。MFA は、コンソールアクセスのセキュリティを強化するために設計されています。認証プリンシパル
は、時間的制約のあるキーを発行するデバイスを所有し、認証情報に関する知識がある必要があります。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。
AWS Config は、Security Hub を使用するすべてのリージョンで有効にする必要があります。た
だし、グローバルリソースの記録は 1 つのリージョンで有効にすることができます。グローバル
リソースを 1 つのリージョンにのみ記録する場合は、グローバルリソースを記録するリージョン
以外のすべてのリージョンでこのコントロールを無効にすることができます。

修正

IAM ユーザーを MFA に追加するには、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。

対象となるお客様には、MFA セキュリティキーを無料で提供しています。資格があるかどうかを確認し、
無料のキーを注文します。

[IAM.6] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 非常事態

リソースタイプ : AWS アカウント

AWS Config ルール : root-account-hardware-mfa-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ : なし

このコントロールは、AWS アカウント で、ルートユーザー認証情報を使用してサインインする際に、
ハードウェア多要素認証 (MFA) デバイスの使用が有効になっているかどうかをチェックします。

仮想 MFA はハードウェア MFA デバイスと同じレベルのセキュリティを提供しない可能性があります。
ハードウェアの購入承認の待機中、またはハードウェアの到着を待つ間にのみ、仮想 MFA デバイスの使
用を推奨します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「仮想多要素認証 (MFA) デバイスの有効化 
(コンソール)」を参照してください。

タイムベースドワンタイムパスワード (TOTP) トークンと、ユニバーサルセカンドファクター (U2F) トー
クンの両方が、ハードウェア MFA オプションとして実行可能です。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
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• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)。

修正

ルートユーザー用にハードウェア MFA デバイスを追加するには、IAM ユーザーガイドの「AWS アカウン
ト ルートユーザー用にハードウェア MFA デバイスを有効にする (コンソール)」を参照してください。

対象となるお客様には、MFA セキュリティキーを無料で提供しています。資格があるかどうかを確認し、
無料のキーを注文します。

[IAM.7] IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ : AWS アカウント

AWS Config ルール : iam-password-policy

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

• RequireUppercaseCharacters: true
• RequireLowercaseCharacters: true
• RequireSymbols: true
• RequireNumbers: true
• MinimumPasswordLength: 8

このコントロールは、IAM ユーザーのアカウントパスワードポリシーが推奨設定を使用しているかどうか
をチェックします。

IAM ユーザーが AWS Management Console にアクセスするには、パスワードが必要です。ベストプラク
ティスとして、Security Hub では IAM ユーザーを作成する代わりに、フェデレーションの使用を強く推奨
します。フェデレーションでは、ユーザーは既存の企業認証情報を使用して、AWS Management Console 
にログインできます。AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center)
を使用してユーザーを作成またはフェデレートし、IAM ロールをアカウントに引継ぎます。

アイデンティティプロバイダーとフェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「アイ
デンティティプロバイダーとフェデレーション」を参照してください。IAM Identity Center の詳細につい
ては、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドを参照してください。

IAM ユーザーを使用する必要がある場合は、Security Hub では、強力なユーザーパスワードの作成を強制
することを推奨します。AWS アカウント にパスワードポリシーを設定し、パスワードの複雑さの要件と
必須のローテーション期間を指定することができます。パスワードポリシーを作成または変更する場合、
パスワードポリシーの設定の多くは、ユーザーが次回パスワードを変更するときに適用されます。ただ
し、一部の設定は即座に適用されます。

修正

推奨される設定を使用するようにパスワードポリシーを更新するには、「IAM ユーザーガイドの「IAM 
ユーザー用のアカウントパスワードポリシーの設定」を参照してください。
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[IAM.8] 未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::IAM::User

AWS Config ルール : iam-user-unused-credentials-check

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

• maxCredentialUsageAge: 90

このコントロールは、IAM ユーザーが 90 日間使用されていないパスワードまたはアクティブなアクセス
キーを持っているかどうかをチェックします。

IAM ユーザーは、パスワードやアクセスキーなどのさまざまなタイプの認証情報を使用して AWS リソー
スにアクセスできます。

Security Hub では、90 日以上使用されていないすべての認証情報を削除または非アクティブ化することを
推奨します。不要な認証情報を無効化または削除することにより、侵害または放棄されたアカウントに関
連付けられている認証情報が使用される可能性が少なくなります。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。
AWS Config は、Security Hub を使用するすべてのリージョンで有効にする必要があります。た
だし、グローバルリソースの記録は 1 つのリージョンで有効にすることができます。グローバル
リソースを 1 つのリージョンにのみ記録する場合は、グローバルリソースを記録するリージョン
以外のすべてのリージョンでこのコントロールを無効にすることができます。

修正

認証情報が期限切れのアカウントをモニタリングするために必要な一部の情報を取得するには、IAM コン
ソールを使用します。例えば、お使いのアカウントのユーザーを表示すると、[Access key age] (アクセス
キーの古さ)、[Password age] (パスワードの古さ)、および [Last activity] (最終アクティビティ) の列が表示
されます。これらの列の値のいずれかが 90 日より大きい場合は、それらのユーザーの認証情報を非アク
ティブにします。

認証情報レポートを使用してユーザーアカウントをモニタリングし、90 日以上アクティビティのないアカ
ウントを特定することもできます。IAM コンソールから認証情報レポートを .csv 形式でダウンロードで
きます。認証情報レポートの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS アカウントの認証情報レ
ポートの取得」を参照してください。

非アクティブなアカウントや使用されていない認証情報を特定したら、次のステップを使用してそれらを
無効にします。

非アクティブなアカウントの認証情報を無効にするには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. [Users] (ユーザー) を選択します。
3. 90 日を超えた認証情報を持つユーザーの名前を選択します。
4. [Security credentials] (セキュリティ認証情報) を選択します。
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5. 90 日以上使用されていないサインイン認証情報とアクセスキーごとに、[Make inactive] (非アクティ
ブにする) を選択します。

[IAM.21] 作成する IAM カスタマーマネージドポリシーにはサービスのワイルド
カードアクションを許可してはいけません

カテゴリ: 検出 > セキュアなアクセス管理

重要度: 低

リソースタイプ : AWS::IAM::Policy

AWS Config ルール : iam-policy-no-statements-with-full-access

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

• excludePermissionBoundaryPolicy: True

このコントロールは、作成した IAM アイデンティティベースのポリシーに、ワイルドカード (*) を使用し
て、任意のサービスに対してすべてのアクションに許可を付与する許可ステートメントがあるかどうかを
チェックします。ポリシーステートメントに、"Effect": "Allow" と "Action": "Service:*" が
含まれている場合、コントロールは失敗します。

例えば、ポリシーに次のような記述があると、結果は失敗となります。

"Statement": [
{ 
  "Sid": "EC2-Wildcard", 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": "ec2:*", 
  "Resource": "*"
}

"Effect": "Allow" と "NotAction": "service:*" を使用する場合も、コントロールは失敗しま
す。この場合、NotAction 要素は、NotAction で指定したアクションを除く AWS のサービス のすべて
のアクションへのアクセスを許可します。

このコントロールは、カスタマー管理 IAM ポリシーにのみ適用されます。AWS によって管理される IAM 
ポリシーには適用されません。

AWS のサービス サービスにアクセス許可を割り当てるときには、許可される IAM アクションの範囲を 
IAM ポリシーで指定することが重要です。IAM アクションは、必要なアクションのみに制限する必要があ
ります。これは、最小特権の許可のプロビジョンに役立ちます。ポリシーが許可を必要としない IAM プリ
ンシパルに添付済みの場合、過度に許可されたポリシーは特権エスカレーションにつながる可能性があり
ます。

場合によっては、DescribeFlowLogs や DescribeAvailabilityZones のような類似のプレフィック
スを持つ IAM アクションを許可する必要があります。これらの承認済みのケースでは、共通プレフィクス
にサフィックス付きワイルドカードを追加することができます。例えば、ec2:Describe* です。

プレフィクスが付いた IAM アクションとサフィックス付きワイルドカードを使用する場合、このコント
ロールは成功します。例えば、ポリシー内の次のステートメントでは、結果が成功になります。

"Statement": [
{ 
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  "Sid": "EC2-Wildcard", 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": "ec2:Describe*", 
  "Resource": "*"
}

この方法で関連する IAM アクションをグループ化することで、IAM ポリシーのサイズ制限を超えないよう
にすることもできます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

AWS Config は、Security Hub を使用するすべてのリージョンで有効にする必要があります。た
だし、グローバルリソースの記録は 1 つのリージョンで有効にすることができます。グローバル
リソースを 1 つのリージョンにのみ記録する場合は、グローバルリソースを記録するリージョン
以外のすべてのリージョンでこのコントロールを無効にすることができます。

修正

この問題を修正するには、IAM ポリシーを更新して、完全な「*」管理者権限を許可しないようにしま
す。IAM ポリシーを編集する方法の詳細は、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの編集」を参照し
てください。

[Kinesis.1] Kinesis Data Streams は、保管中に暗号化する必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::Kinesis::Stream

AWS Config ルール : kinesis-stream-encrypted

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon Kinesis Streams が保管中にサーバー側の暗号化を使用して暗号化されてい
るかどうかをチェックします。Amazon Kinesis Streams が、保管中にサーバー側の暗号化を使用して暗号
化されていない場合、このコントロールは失敗します。

サーバー側の暗号化は、AWS KMS keyを使用してデータを保管中になる前に自動的に暗号化す
る、Amazon Kinesis Data Streams の機能です。データは、Kinesis ストリームストレージレイヤーに書
き込まれる前に暗号化され、ストレージから取得された後で復号されます。これにより、Amazon Kinesis 
Data Streams サービス内に保管中のデータは暗号化されます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。
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• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

Kinesis Streams でサーバー側の暗号化を有効にする方法については、「Amazon Kinesis Data Streams デ
ベロッパーガイド」の「How Do I Get Started with Server-Side Encryption?」(サーバー側の暗号化を使用
する) を参照してください。

[KMS.1] IAM カスタマーマネージドポリシーでは、すべての KMS キーの復号化
と再暗号化アクションを許可してはいけません

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::IAM::Policy

AWS Config ルール : iam-customer-policy-blocked-kms-actions

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

• blockedActionsPatterns: kms:ReEncryptFrom, kms:Decrypt
• excludePermissionBoundaryPolicy: True

IAM カスタマーマネージドポリシーのデフォルトバージョンで、プリンシパルにすべてのリソースに対す
る AWS KMS 復号化アクションの使用を許可しているかどうかをチェックします。このコントロールは、
自動推論エンジンである「Zelkova」を使用して、AWS アカウント の機密情報への幅広いアクセスを許可
する可能性のあるポリシーを検証し警告します。

ポリシーが任意の KMS キーに kms:Decrypt またはkms:ReEncryptFrom アクションを許可できるほど
オープンな場合、このコントロールは失敗し、ポリシーを FAILED とフラグ付けします。

コントロールはリソース要素の KMS キーのみをチェックし、ポリシーの Condition 要素の条件は考慮しま
せん。このコントロールは、添付済みのカスタマーマネージドポリシーと添付されていないカスタマーマ
ネージドポリシーの両方を評価します。インラインポリシーまたは AWS マネージドポリシーのチェック
は行いません。

AWS KMS を使用すると、KMS キーを使用して、暗号化済みのデータにアクセスできるユーザーをコン
トロールできます。IAM ポリシーは、アイデンティティ (ユーザー、グループ、またはロール) がどのリ
ソースに対してどのアクションを実行できるかを定義します。セキュリティのベストプラクティスに従
い、AWS は、最小特権を許可することを推奨します。つまり、ID に付与するのは kms:Decrypt または
kms:ReEncryptFrom 許可と、タスクの実行に必要なキーのみにする必要があります。そうでない場合、
ユーザーはデータに適さないキーを使用する可能性があります。

すべてのキーに対する許可を付与する代わりに、ユーザーが暗号化されたデータにアクセスするために必
要な最小限のキーのセットを決定します。次に、ユーザーがそれらのキーのみを使用できるようにするポ
リシーを設計します。例えば、すべての KMS キーに kms:Decrypt 許可を付与しないでください。代わ
りに、アカウントの特定のリージョン内のキーのみに kms:Decrypt を許可します。最小特権のプリンシ
パルを採用することで、意図しないデータ開示のリスクを減らすことができます。
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Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• アジアパシフィック (大阪)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

修正

この問題を修正するには、IAM カスタマーマネージドポリシーを変更して、キーへのアクセスを制限しま
す。

IAM カスタマーマネージドポリシーを変更するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. 左の IAM ナビゲーションペインの [Policies] (ポリシー) を選択します。
3. 変更するポリシーの横にある矢印を選択します。
4. [Edit policy] (ポリシーの編集) を選択します。
5. [JSON] タブを選択します。
6. 許可する特定のキー、または複数のキーの “Resource” 値を変更します。
7. ポリシーを変更したら、[Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。
8. [Save changes] (変更の保存) を選択します。

詳細については、「AWS Key Management Service 開発者ガイド」の「AWS KMS で IAM ポリシーを使用
する」を参照してください。

[KMS.2] IAM プリンシパルは、すべての KMS キーで復号化および再暗号化アク
ションを許可する IAM インラインポリシーを使用するべきではありません

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ :

• AWS::IAM::Role

• AWS::IAM::User

• AWS::IAM::Group

AWS Config ルール : iam-inline-policy-blocked-kms-actions

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

• blockedActionsPatterns: kms:ReEncryptFrom, kms:Decrypt

IAM アイデンティティ (ロール、ユーザー、またはグループ) に埋め込まれたインラインポリシーですべ
ての KMS キーに対する AWS KMS 復号と再暗号化アクションが許可されているかどうかをチェックしま
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す。このコントロールは、自動推論エンジンである「Zelkova」を使用して、AWS アカウント の機密情報
への幅広いアクセスを許可する可能性のあるポリシーを検証し警告します。ポリシーが任意の KMS キー
に対して kms:Decrypt またはkms:ReEncryptFrom のアクションを許可するのに十分にオープンな場
合、このコントロールは失敗します。

コントロールはリソース要素の KMS キーのみをチェックし、ポリシーの Condition 要素の条件は考慮しま
せん。

AWS KMS を使用すると、KMS キーを使用して、暗号化済みのデータにアクセスできるユーザーをコン
トロールできます。IAM ポリシーは、アイデンティティ (ユーザー、グループ、またはロール) がどのリ
ソースに対してどのアクションを実行できるかを定義します。セキュリティのベストプラクティスに従
い、AWS は、最小特権を許可することを推奨します。つまり、ID には必要な許可のみを、タスクの実行
に必要なキーにのみ付与する必要があります。そうでない場合、ユーザーはデータに適さないキーを使用
する可能性があります。

すべてのキーに対する許可を付与する代わりに、ユーザーが暗号化されたデータにアクセスするために必
要なキーの最小セットを決定します。次に、ユーザーがそれらのキーのみを使用できるようにするポリ
シーを設計します。例えば、すべての KMS キーに kms:Decrypt 許可を付与しないでください。代わり
に、アカウントの特定リージョンでの特定のキーにのみ許可を付与してください。最小特権のプリンシパ
ルを採用することで、意図しないデータ開示のリスクを減らすことができます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• アジアパシフィック (大阪)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

修正

この問題を修正するには、インラインポリシーを変更して、キーへのアクセスを制限します。

IAM インラインポリシーを変更するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. IAM ナビゲーションペインで、[Users] (ユーザー)、[Groups] (グループ)、または [Roles] (ロール) を選

択します。
3. IAM インラインポリシーを変更するユーザー、グループ、またはロールの名前を選択します。
4. 変更するポリシーの横にある矢印を選択します。
5. [Edit policy] (ポリシーの編集) を選択します。
6. [JSON] タブを選択します。
7. 許可する特定キーの "Resource" 値を変更します。
8. ポリシーを変更したら、[Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。
9. [Save changes] (変更の保存) を選択します。

詳細については、「AWS Key Management Service 開発者ガイド」の「AWS KMS で IAM ポリシーを使用
する」を参照してください。

[KMS.3] AWS KMS キーを意図せずに削除してはいけません

カテゴリ: 保護 > データ保護 > データ削除保護
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重要度: 非常事態

リソースタイプ : AWS::KMS::Key

AWS Config ルール : kms-cmk-not-scheduled-for-deletion

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ : なし

このコントロールは、KMS キーの削除がスケジュール済みかどうかをチェックします。KMS キーの削除
がスケジュール済みの場合、コントロールは失敗します。

KMS キーは、一度削除すると復元できません。KMS キーで暗号化されたデータも、KMS キーが削除され
た場合は永久に回復できません。削除予定の KMS キーで、意味のあるデータが暗号化されている場合、
意図的に暗号化消去を実行しない限り、データの復号化または新しい KMS キーでデータの再暗号化を検
討してください。

KMS キーの削除がスケジュール済みで、誤ってスケジュールされた場合、削除の取り消し時間を確保する
ために、強制的に待ち時間が適用されます。デフォルトの待機期間は 30 日間ですが、KMS キーの削除が
スケジュールされている場合は 7 日以内に短縮できます。待機期間中、スケジュール済みの削除はキャン
セルすることができ、KMS キーは削除されません。

KMS キーの削除の詳細については、「AWS Key Management Service 開発者ガイド」の「KMS キーの削
除」を参照してください。

Note

このコントロールは、アジアパシフィック (大阪) およびヨーロッパ (ミラノ) リージョンではサ
ポートされていません。

修正

スケジュール済み KMS キーの削除をキャンセルする修正手順の詳細については、「AWS Key 
Management Service 開発者ガイド」の「キーの削除のスケジュールとキャンセル (コンソール)」の
「キーの削除をキャンセルするには」を参照してください。

[Lambda.1] Lambda 関数ポリシーでは、パブリックアクセスを禁止する必要があ
ります

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 非常事態

リソースタイプ : AWS::Lambda::Function

AWS Config ルール : lambda-function-public-access-prohibited

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Lambda 関数リソースベースポリシーがアカウントの外部からのパブリックアクセ
スを禁止しているかどうかをチェックします。

Lambda 関数が Amazon S3 から呼び出され、ポリシーが AWS:SourceAccount に関する条件が含まれて
いない場合も、コントロールは失敗します。
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Lambda 関数は、関数に格納されているユーザーのコードへの意図しないアクセスを許可する可能性があ
るため、パブリックからアクセスできない必要があります。

Note

このコントロールは、中国 (北京) または中国 (寧夏) リージョンではサポートされていません。

修正

Lambda 関数がこのコントロールに失敗した場合、Lambda 関数のリソースベースのポリシーステートメ
ントがパブリックアクセスを許可していることを示します。

この問題を修正するには、ポリシーを更新して許可を削除するか、AWS:SourceAccount 条件を追加しま
す。Lambda API からのみリソースベースのポリシーを更新できます。

次の手順では、コンソールを使用してポリシーと AWS Command Line Interface を確認し、許可を削除し
ます。

Lambda 関数のリソースベースのポリシーを表示するには

1. AWS Lambda コンソールを (https://console.aws.amazon.com/lambda/) 開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Functions] (関数) を選択します。
3. 関数を選択します。
4. [Permissions] (許可) を選択します。リソースベースのポリシーは、別のアカウントまたは AWS の

サービス がその機能にアクセスしようとしたときに適用される許可を表示します。
5. リソースベースのポリシーを調査します。ポリシーをパブリックにする Principal フィールド値を

持つポリシーステートメントを特定します。例えば、"*" または { "AWS": "*" } を許可していま
す。

ポリシーはコンソールから編集できません。関数から許可を削除するには、AWS CLI から remove-
permission コマンドを使用します。

削除するステートメントのステートメント ID の値 (Sid) をメモします。

AWS CLI を使用して Lambda 関数から許可を削除するには、remove-permission コマンドを発行しま
す。

$ aws lambda remove-permission --function-name <function-name> --statement-id <statement-
id>

<function-name> を Lambda 関数の名前で置き換え、<statement-id> を削除するステートメントの
ステートメント ID に置き換えます。

許可が更新されていることを確認するには

1. AWS Lambda コンソールを (https://console.aws.amazon.com/lambda/) 開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Functions] (関数) を選択します。
3. 更新した関数を選択します。
4. [Permissions] (許可) を選択します。

リソースベースのポリシーを更新する必要があります。ポリシーにステートメントが 1 つしかない場
合、ポリシーは空です。

詳細については、「AWS Lambda 開発者ガイド」の「AWS Lambda のリソースベースのポリシーを使用
する」を参照してください。
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[Lambda.2] Lambda 関数はサポートされているランタイムを使用する必要があり
ます

カテゴリ: 保護 > セキュアな開発

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::Lambda::Function

AWS Config ルール : lambda-function-settings-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

• runtime: nodejs18.x, nodejs16.x, nodejs14.x, nodejs12.x, python3.9, python3.8, 
python3.7, ruby2.7, java11, java8, java8.al2, go1.x, dotnetcore3.1, dotnet6

このコントロールは、ランタイムの Lambda 関数設定が、各言語のサポー
トされているランタイムに設定されている期待値と一致することをチェッ
クします。このコントロールは、次のランタイムで関数設定を確認します:
nodejs18.x,、nodejs16.x、nodejs14.x、nodejs12.x、python3.9、python3.8、python3.7、ruby2.7、java11、java8、java8.al2、go1.x、dotnetcore3.1、
およびdotnet6。

AWS Config ルールは、パッケージタイプが Image の関数を無視します。

Lambda ランタイムは、メンテナンスとセキュリティの更新の対象となる OS、プログラミング言語、お
よびソフトウェアライブラリの組み合わせを中心に構築されています。ランタイムコンポーネントがセ
キュリティアップデートでサポート対象外となった場合、Lambda はこのランタイムを非推奨にします。
非推奨のランタイムを使用する関数を作成することはできませんが、この関数は呼び出しイベントのプロ
セスに使用できます。Lambda 関数が最新であり、古いランタイム環境を使用していないことを確認して
ください。

サポートされている言語について、このコントロールがチェックするサポートされるランタイムの詳細に
ついては、「AWS Lambda 開発者ガイド」の「AWS Lambda ランタイム」を参照してください。

Note

このコントロールは、アジアパシフィック (大阪) または中国 (寧夏) ではサポートされていませ
ん。

修正

サポートされているランタイムおよび非推奨スケジュールの詳細については、「AWS Lambda 開発者ガイ
ド」の「ランタイムサポートポリシー」セクションを参照してください。ランタイムを最新バージョンに
移行するときは、言語の発行元からの構文とガイダンスに従ってください。

[Lambda.5] VPC Lambda 関数は複数のアベイラビリティーゾーンで運用する必要
があります

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::Lambda::Function

AWS Config ルール : lambda-vpc-multi-az-check
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スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Lambda に 1 つ以上のアベイラビリティーゾーンが関連付けられているかどうかを
チェックします。Lambda に関連付けられているアベイラビリティーゾーンが 1 つだけの場合、ルールは
失敗します。

複数のアベイラビリティーゾーンにリソースをデプロイするには、アーキテクチャ内で高可用性を確保
するための AWS のベストプラクティスです。可用性は、機密性、完全性、可用性から成り立つセキュリ
ティモデルの 3 要素における中心的な柱です。すべての Lambda 関数には、1 つのゾーンで障害が発生
しても運用が完全に中断されないように、複数のアベイラビリティーゾーンをデプロイする必要がありま
す。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

コンソールを使用して複数のアベイラビリティーゾーンに Lambda 関数をデプロイするには:

1. AWS Lambda コンソールを (https://console.aws.amazon.com/lambda/) 開きます。
2. Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページから関数を選択します。
3. [Configuration] (設定)、VPC の順に選択します。
4. [Edit] (編集) を選択します。
5. 関数がもともと VPC に接続されていなかった場合は、ドロップダウンメニューから VPC を選択しま

す。機能がもともと VPC に接続されていなかった場合は、その機能に添付するセキュリティグループ
を少なくとも 1 つ選択してください。

Note

関数実行ロールには、EC2 で CreateNetworkInterface を呼び出すための許可が必要で
す。

6. [Save] (保存) を選択します。

[Network Firewall.3] Network Firewall ポリシーには、1 つ以上のルールグループ
が関連付けられている必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy

AWS Config ルール : netfw-policy-rule-group-associated

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Network Firewall ポリシーに、ステートフルなルールグループかステートレスな
ルールグループのいずれかが関連付けられているかどうかをチェックします。ステートレスまたはステー
トフルなルールグループが割り当てられていない場合、このコントロールは失敗します。

ファイアウォールポリシーは、ファイアウォールが Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) のトラ
フィックをモニタリングおよび処理する方法を定義します。ステートレスおよびステートフルのルールグ
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ループの設定は、パケットとトラフィックフローのフィルタリングに役立ち、デフォルトのトラフィック
処理を定義します。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

Network Firewall ポリシーにルールグループを追加する方法については、「AWS Network Firewall デベ
ロッパーガイド」の「Updating a firewall policy」(ファイアウォールポリシーの更新) を参照してくださ
い。ルールグループの作成および管理方法については、「AWS Network Firewall のルールグループ」を参
照してください。

[NetworkFirewall.4] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアク
ションは、完全なパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy

AWS Config ルール : netfw-policy-default-action-full-packets

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

• statelessDefaultActions: aws:drop,aws:forward_to_sfe

このコントロールは、Network Firewall ポリシーの完全なパケットに対するデフォルトのステートレスア
クションが、ドロップまたは転送かどうかをチェックします。Drop または Forward が選択されている場
合、コントロールはパスします。Pass が選択されている場合、このコントロールは失敗します。

ファイアウォールポリシーは、ファイアウォールが Amazon VPC のトラフィックをモニタリングおよび処
理する方法を定義します。ステートレスおよびステートフルのルールグループを設定し、パケットとトラ
フィックフローをフィルタリングします。Pass をデフォルトに設定すると、意図しないトラフィックが
許可される可能性があります。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
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• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

ファイアウォールポリシーを変更するには

1. Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [Network Firewall] (ネットワークファイアウォール) で [Firewall policies]

(ファイアウォールポリシー) を選択します。
3. 編集したいファイアウォールポリシーの名前を選択します。これにより、ファイアウォールのポリ

シーの詳細ページが表示されます。
4. [Stateless Default Actions] (ステートレスデフォルトアクション) で、[Edit] (編集) を選択します。続い

て、[Default actions for full packets] (完全なパケットのデフォルトアクション) として、[Drop] (ドロッ
プ) または [Forward to stateful rule groups] (ステートフルルールグループに転送) を選択します。

[NetworkFirewall.5] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアク
ションは、断片化されたパケットに対してドロップまたは転送される必要があり
ます。

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy

AWS Config ルール : netfw-policy-default-action-fragment-packets

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

• statelessFragDefaultActions (Required) : aws:drop, aws:forward_to_sfe

このコントロールは、Network Firewall ポリシーの断片化されたパケットに対するデフォルトのステート
レスアクションが、ドロップまたは転送かどうかをチェックします。Drop または Forward が選択されて
いる場合、コントロールはパスします。Pass が選択されている場合、このコントロールは失敗します。

ファイアウォールポリシーは、ファイアウォールが Amazon VPC のトラフィックをモニタリングおよび処
理する方法を定義します。ステートレスおよびステートフルのルールグループを設定し、パケットとトラ
フィックフローをフィルタリングします。Pass をデフォルトに設定すると、意図しないトラフィックが
許可される可能性があります。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
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• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

ファイアウォールポリシーを変更するには

1. Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [Network Firewall] (ネットワークファイアウォール) で [Firewall policies]

(ファイアウォールポリシー) を選択します。
3. 編集したいファイアウォールポリシーの名前を選択します。これにより、ファイアウォールのポリ

シーの詳細ページが表示されます。
4. [Stateless Default Actions] (ステートレスデフォルトアクション) で、[Edit] (編集) を選択します。続い

て、[Default actions for full packets] (断片化されたパケットのデフォルトアクション) として、[Drop]
(ドロップ) または [Forward to stateful rule groups] (ステートフルルールグループに転送) を選択しま
す。

[NetworkFireWall.6] ステートレスネットワークファイアウォールのルールグルー
プを空にしないでください

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::NetworkFirewall::RuleGroup

AWS Config ルール : netfw-stateless-rule-group-not-empty

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、AWS Network Firewall のステートレスルールグループにルールが含まれているかど
うかをチェックします。ルールグループにルールが含まれない場合、ルールは失敗します。

ルールグループには、ファイアウォールが VPC 内のトラフィックを処理する方法を定義するルールが含
まれています。ファイアウォールポリシーに空のステートレスルールグループが存在する場合、ルールグ
ループがトラフィックを処理するという印象を与える可能性があります。しかし、ステートレスルールグ
ループが空の場合、トラフィックを処理しません。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

ルールをネットワークファイアウォールルールグループに追加するには

1. AWS 管理コンソールにサインインして Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
vpc/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Network Firewall] (ネットワークファイアウォール) で、[Network Firewall 
rule groups] (ネットワークファイアウォールルールグループ) を選択します。

3. [Network Firewall rule groups] (ネットワークファイアウォールルールグループ) ページで、編集する
ルールグループの名前を選択します。これにより、ファイアウォールルールグループの詳細ページが
表示されます。
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4. ステートレスルールグループでは、[Edit Rules] (ルールの編集) 選択して、ルールグループにルールを
追加します。

[OpenSearch.1] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要があり
ます

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::OpenSearch::Domain

AWS Config ルール : opensearch-encrypted-at-rest

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、OpenSearch ドメインで保管中の暗号化設定が有効になっているかどうかをチェッ
クします。保管中の暗号化が有効になっていない場合、チェックは失敗します。

機密データのセキュリティを強化するには、保管中に暗号化するように OpenSearch Service ドメインを
設定する必要があります。保管中のデータの暗号化の構成では、AWS KMS は暗号化キーを保存および
管理します。暗号化を実行するために、AWS KMS は 256 ビットキーを使用した Advanced Encryption 
Standard アルゴリズム (AES-256) を使用します。

保管中の OpenSearch での暗号化の詳細については、Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド」
の「Amazon OpenSearch Service の保管中のデータの暗号化」を参照してください。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

デフォルトでは、ドメインの保管中のデータは暗号化されず、既存のドメインでこの機能の使用は設定で
きません。この機能を有効にするには、別のドメインを作成してデータを移行する必要があります。

ドメインの作成の詳細については、「Amazon OpenSearch Service 開発者ガイド」の「Amazon 
OpenSearch Service ドメインの作成と管理」を参照してください。

保管中のデータの暗号化には、Amazon OpenSearch 1.0 以降が必要です。OpenSearch での保管中
のデータの暗号化の詳細については、Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイドの「Amazon 
OpenSearch Service の保管中のデータの暗号化」を参照してください。

[OpenSearch.2] OpenSearch ドメインは VPC 内に含まれている必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > VPC 内のリソース

重要度: 非常事態

リソースタイプ : AWS::OpenSearch::Domain

AWS Config ルール : opensearch-in-vpc-only

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし
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このコントロールは、OpenSearch ドメインが VPC 内にあるかどうかをチェックします。このコントロー
ルは、パブリックアクセスの可能性を判断するための VPC サブネットルーティング設定を評価しません。

OpenSearch ドメインがパブリックサブネットに添付済みではないことを確認する必要があります。
「Amazon OpenSearch Service 開発者ガイド」の「リソースベースのポリシー」を参照してください。ま
た、推奨されるベストプラクティスに従って VPC が確実に設定されていることを確認する必要がありま
す。「Amazon VPC ユーザーガイド」の「VPC のセキュリティのベストプラクティス」を参照してくださ
い。

VPC 内にデプロイされた OpenSearch ドメインは、プライベート AWS ネットワーク経由で VPC リソー
スと通信できます。パブリックインターネットを経由する必要はありません。この設定では、転送中の
データへのアクセスを制限することにより、セキュリティ体制が向上します。VPC は、ネットワーク ACL 
やセキュリティグループを含む、OpenSearch ドメインへのアクセスを安全にするため、多数のネット
ワークコントロールを提供します。Security Hub では、これらのコントロールを有効に利用するために、
パブリック OpenSearch ドメインを VPC に移行することを推奨します。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

パブリックエンドポイントを使用してドメインを作成する場合、後で VPC 内にドメインを配置することは
できません。代わりに、新規のドメインを作成して、データを移行する必要があります。逆の場合も同様
です。VPC 内にドメインを作成する場合、パブリックエンドポイントを持つことはできません。

代わりに、別のドメインを作成するか、このコントロールを無効にする必要があります。

「Amazon OpenSearch Service 開発者ガイド」の「VPC 内で Amazon OpenSearch Service ドメインを起
動する」を参照してください。

[OpenSearch.3] OpenSearch ドメインはノード間で送信されるデータを暗号化す
る必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::OpenSearch::Domain

AWS Config ルール : opensearch-node-to-node-encryption-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、OpenSearch ドメインでノード間の暗号化が有効になっているかどうかをチェック
します。ドメインでノード間の暗号化が無効になっている場合、このコントロールは失敗します。

HTTPS (TLS) を使用すると、潜在的な攻撃者が中間者攻撃または同様の攻撃を使用してネットワークトラ
フィックを盗聴または操作することを防止できます。HTTPS (TLS) 経由の暗号化された接続のみを許可す
る必要があります。OpenSearch ドメインでノード間の暗号化を有効にすると、クラスター内通信は転送
中に確実に暗号化されます。

この設定には、パフォーマンス上のペナルティが発生する可能性があります。このオプションを有効にす
る前に、パフォーマンスのトレードオフを認識してテストする必要があります。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。
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修正

ノード間の暗号化は、新しいドメインでのみ有効にすることができます。この結果を修正するに
は、[Node-to-node encryption] (ノード間の暗号化) を有効にして新しいドメインを作成し、データを新し
いドメインに移行します。「Amazon OpenSearch Service 開発者ガイド」の「新しいドメインを作成す
る」の指示に従って、新しいドメインの作成時は [Node-to-node encryption] (ノード間の暗号化) オプショ
ンを確実に選択してください。その後、「スナップショットを使用してデータを移行する」に従って、
データを新しいドメインに移行します。

[OpenSearch.4] CloudWatch Logs への OpenSearch ドメインエラーのログ記録
を有効にする必要があります

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::OpenSearch::Domain

AWS Config ルール : opensearch-logs-to-cloudwatch

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

• logtype = 'error'

このコントロールは、OpenSearch ドメインが CloudWatch Logs にエラーログを送信するように設定され
ているかどうかをチェックします。CloudWatch へのエラーログ記録がドメインに対して有効になってい
ない場合、このコントロールは失敗します。

OpenSearch ドメインのエラーログを有効にし、それらのログを CloudWatch Logs に送信して保持と応答
を行う必要があります。ドメインのエラーログは、セキュリティとアクセス監査や、可用性の問題の診断
に役立ちます。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

ログ発行を有効にする方法については、「Amazon OpenSearch Service 開発者ガイド」の「ログ発行を有
効にする (コンソール)」を参照してください。

[OpenSearch.5] OpenSearch ドメインでは、監査ログ記録を有効にする必要があ
ります

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::OpenSearch::Domain

AWS Config ルール : opensearch-audit-logging-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:
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• cloudWatchLogsLogGroupArnList (オプション) Security Hub は、このパラメータを設定しませ
ん。監査ログ用に設定する必要がある CloudWatch Logs ロググループのカンマ区切りリスト。

OpenSearch ドメインの CloudWatch Logs のロググループがこのパラメータリストで指定されていない場
合、このルールは NON_COMPLIANT となります。

このコントロールは、OpenSearch ドメインで監査ログ記録が有効になっているかどうかをチェックしま
す。OpenSearch ドメインで監査ログ記録が有効になっていない場合、このコントロールは失敗します。

監査ログは高度なカスタマイズが可能です。これらを使用することで、認証の成功と失敗、OpenSearch 
へのリクエスト、インデックスの変更、受信検索クエリなど、OpenSearch クラスターでのユーザーアク
ティビティを追跡できます。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

監査ログを有効にする詳細な手順については、「Amazon OpenSearch Service 開発者ガイド」の「監査ロ
グの有効化」を参照してください。

[OpenSearch.6] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要
です

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::OpenSearch::Domain

AWS Config ルール : opensearch-data-node-fault-tolerance

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは OpenSearch ドメインが少なくとも 3 つのデータノードが設定されているか、
また zoneAwarenessEnabled が true かどうかをチェックします。OpenSearch ドメインで
は、instanceCount が 3 より小さいか zoneAwarenessEnabled が false の場合、このコントロール
は失敗します。

OpenSearch ドメインでは、高可用性と耐障害性のために少なくとも 3 つのデータノードが必要です。少
なくとも 3 つのデータノードを持つ OpenSearch ドメインをデプロイすると、ノードに障害が発生した場
合のクラスター操作が確実になります。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

OpenSearch ドメインのデータノード数を変更するには

1. AWS コンソールにサインインして、Amazon OpenSearch Service コンソールを (https:// 
console.aws.amazon.com/es/) で開きます。

2. [My domains] (ドメイン) で、編集するドメインの名前を選択し、[Edit] (編集) を選択します。
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3. [Data nodes] (データノード) で、[Number of nodes] (ノード数) を 3 以上の数値に設定します。3 つの
アベイラビリティーゾーンに展開する場合は、アベイラビリティーゾーン間で均等に分配されるよう
に 3 の倍数に設定します。

4. [Submit] (送信) を選択します。

[OpenSearch.7] OpenSearch ドメインは、きめ細かなアクセスコントロールを有
効にする必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > 機密性の高い API オペレーションアクションを制限する

重要度: 高

リソースタイプ : AWS::OpenSearch::Domain

AWS Config ルール : opensearch-access-control-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

OpenSearch ドメインが、きめ細かなアクセスコントロールを有効にしているかどうかをチェックしま
す。きめ細かなアクセスコントロールが有効でない場合、このコントロールは失敗します。OpenSearch 
パラメータ update-domain-config を有効にするには、きめ細かなアクセスコントロールに
advanced-security-options が必要となります。

きめ細かなアクセスコントロールは、Amazon OpenSearch Service のデータへのアクセスをコントロール
する追加の方法を提供します。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

きめ細かなアクセスコントロールを有効にする方法については、「Amazon OpenSearch Service デベロッ
パーガイド」の「Amazon OpenSearch Service のきめ細かなアクセスコントロール」を参照してくださ
い。

[OpenSearch.8] OpenSearch ドメインへの接続は TLS 1.2 を使用して暗号化する
必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化
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重要度: 中

リソースタイプ : AWS::OpenSearch::Domain

AWS Config ルール : opensearch-https-required

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、TLS 1.2 を使用するために OpenSearch ドメインへの接続が必要かどうかをチェッ
クします。OpenSearch ドメイン TLSSecurityPolicy が Policy-Min-TLS-1-2-2019-07 でない場
合、チェックは失敗します。

HTTPS (TLS) を使用すると、潜在的な攻撃者が中間者攻撃または同様の攻撃を使用してネットワークトラ
フィックを盗聴または操作することを防止できます。HTTPS (TLS) 経由の暗号化された接続のみを許可す
る必要があります。転送中のデータの暗号化は、パフォーマンスに影響する可能性があります。TLS のパ
フォーマンスプロファイルと TLS の影響を把握するには、この機能を使用してアプリケーションをテスト
する必要があります。TLS 1.2 は、以前の TLS バージョンに比べて、いくつかのセキュリティ機能の強化
を提供します。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

TLS 暗号化を有効にするには、TLSSecurityPolicy を設定するために、UpdateDomainConfig の 
API オペレーションを使用して、DomainEndpointOptions を設定します。詳細については、「Amazon 
OpenSearch Service 開発者ガイド」の「ノード間の暗号化」を参照してください。

[RDS.1] RDS スナップショットはプライベートである必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 非常事態

リソースタイプ: AWS::RDS::DBSnapshot、AWS::RDS::DBClusterSnapshot

AWS Config ルール : rds-snapshots-public-prohibited

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon RDS スナップショットがパブリックかどうかをチェックします。RDS ス
ナップショットがパブリックである場合、このコントロールは失敗します。このコントロールは、RDS イ
ンスタンス、Aurora DB インスタンス、Neptune DB インスタンス、Amazon DocumentDB クラスターを
評価します。

RDS スナップショットは、特定の時点で RDS インスタンスのデータをバックアップするために使用され
ます。これらは、RDS インスタンスを以前の状態に復元するために使用できます。

RDS スナップショットは、意図しない限りパブリックにしないでください。暗号化されていない手動ス
ナップショットをパブリックとして共有すると、このスナップショットをすべての AWS アカウント が使
用できるようになります。これにより、RDS インスタンスの意図しないデータ漏えいが発生する可能性が
あります。
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パブリックアクセスを許可するように設定を変更した場合、AWS Config ルールは最大 12 時間変更を検
出できない場合があります。AWS Config ルールが変更を検出するまで、設定がルール違反をしていても
チェックは成功します。

DB スナップショットの共有の詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「DB スナップ
ショットの共有」を参照してください。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

修正

この問題を修正するには、RDS スナップショットを更新してパブリックアクセスを削除します。

RDS スナップショットのパブリックアクセスを削除するには

1. Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。
2. [Snapshots] (スナップショット) に移動し、変更するパブリックスナップショットを選択します。
3. [Actions] (アクション) から、[Share Snapshots] (スナップショットの共有) を選択します。
4. [DB snapshot visibility] (DB スナップショットの可視性) から、[Private] (プライベート) を選択しま

す。
5. [DB snapshot visibility] (DB スナップショットの可視性) から、[all] (すべて) を選択します。
6. [Save] (保存) を選択します。

[RDS.2] Amazon RDS DB インスタンスはパブリックアクセスを禁止する必要が
あります。これは、PubliclyAccessible 設定により判断されます。

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 非常事態

リソースタイプ : AWS::RDS::DBInstance

AWS Config ルール : rds-instance-public-access-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、インスタンス設定項目内の PubliclyAccessible フィールドを評価し
て、Amazon RDS インスタンスがパブリックにアクセスできるかどうかをチェックします。

Neptune DB インスタンスと Amazon DocumentDB クラスターには、PubliclyAccessible フラグがな
いため、評価できません。ただし、このコントロールでは、これらのリソースに関する結果を生成できま
す。これらの結果を抑制できます。

RDS インスタンス設定 の PubliclyAccessible 値は、DB インスタンスがパブリックにアクセスでき
るかどうかを示します。DB インスタンスが PubliclyAccessible で設定されている場合、パブリック
に解決可能な DNS 名を持つインターネット向けインスタンスであり、パブリック IP アドレスに解決され
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ます。DB インスタンスがパブリックにアクセスできない場合、それはプライベート IP アドレスに解決さ
れる DNS 名を持つ内部インスタンスとなります。

RDS インスタンスのパブリックアクセスを可能にする意図がない限り、RDS インスタンスを
PubliclyAccessible 値に設定しないでください。この設定を行った場合、データベースインスタンス
への不要なトラフィックが許可される可能性があります。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

この問題を修正するには、RDS DB インスタンスを更新してパブリックアクセスを削除します。

RDS DB インスタンスからパブリックアクセスを削除するには

1. Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。
2. [Databases] (データベース) に移動し、パブリックデータベースを選択します。
3. [Modify] (変更) を選択します。
4. [Connectivity] (接続) で、[Additional connectivity configuration] (追加の接続設定) を展開します。
5. [Public access] (パブリックアクセス) で、[Not publicly accessible] (パブリックアクセス不可) を選択

します。
6. [Continue] (続行) を選択します。
7. [Scheduling of modifications] (変更のスケジュール) で [Apply immediately] (すぐに適用) を選択しま

す。
8. [Modify DB Instance] (DB インスタンスの変更) を選択します。

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「VPC 内の DB インスタンスの使用」を参照してく
ださい。

[RDS.3] RDS DB インスタンスでは、保管中の暗号化が有効になっている必要が
あります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::RDS::DBInstance

AWS Config ルール : rds-storage-encrypted

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon RDS DB インスタンスに対してストレージの暗号化が有効になっているか
どうかをチェックします。

このコントロールは、RDS DB インスタンスを対象としています。ただし、Aurora DB インスタン
ス、Neptune DB インスタンス、および Amazon DocumentDB クラスターの結果を生成することもできま
す。これらの結果が役に立たない場合は、それらを抑制できます。

RDS DB インスタンスの機密データのセキュリティを強化するには、RDS DB インスタンスを保管中に暗
号化するように設定する必要があります。保管中の Amazon RDS DB インスタンスとスナップショットを
暗号化するには、RDS DB インスタンスの暗号化オプションを有効にします。保管中に暗号化されるデー
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タには、DB インスタンス、自動バックアップ、リードレプリカ、スナップショットの基本的なストレー
ジが含まれます。

RDS の暗号化された DB インスタンスでは、RDS DB インスタンスをホストしているサーバーでデータを
暗号化するために、オープン標準の AES-256 暗号化アルゴリズムを使用します。データが暗号化される
と、Amazon RDS はパフォーマンスの影響を最小限に抑えながら、データへのアクセスと復号化の認証を
透過的に処理します。暗号化を使用するために、データベースのクライアントアプリケーションを変更す
る必要はありません。

Amazon RDS 暗号化は、現在すべてのデータベースエンジンおよびストレージタイプに使用できま
す。Amazon RDS 暗号化は、ほとんどの DB インスタンスクラスで使用できます。Amazon RDS 暗号化
をサポートしていない DB インスタンスクラスの詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の
「Amazon RDS リソースの暗号化」を参照してください。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

Amazon RDS での DB インスタンスの暗号化の詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の
「Amazon RDS リソースの暗号化」を参照してください。

[RDS.4] RDS クラスタースナップショットとデータベーススナップショットは保
管中に暗号化する必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBClusterSnapshot、 AWS::RDS::DBSnapshot

AWS Config ルール : rds-snapshots-encrypted

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、RDS スナップショットが暗号化されているかどうかをチェックします。

このコントロールは、RDS DB インスタンスを対象としています。ただし、Aurora DB インスタン
ス、Neptune DB インスタンス、および Amazon DocumentDB クラスターのスナップショットに関する結
果を生成することもできます。これらの結果が役に立たない場合は、それらを抑制できます。

保管中のデータを暗号化すると、認証されていないユーザーがディスクに保存しているデータにアクセス
するリスクが低減されます。RDS スナップショット内のデータは、セキュリティを強化するために、保管
中に暗号化する必要があります。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

Amazon RDS コンソールを使用して、この問題を修正できます。

暗号化されていない RDS スナップショットを暗号化するには

1. Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。
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2. ナビゲーションペインで、[Snapshots] (スナップショット) を選択します。
3. [Manual] (手動) または [System] (システム) で、暗号化するスナップショットを検索します。
4. 暗号化するスナップショットの横にあるチェックボックスを選択します。
5. [Actions] (アクション) を選択し、[Copy Snapshot] (スナップショットのコピー) を選択します。
6. [New DB Snapshot Identifier] (新しい DB スナップショット ID) で、新しいスナップショットの名前を

入力します。
7. [Encryption] (暗号化) で、[Enable Encryption] (暗号化を有効にする) を選択します。
8. スナップショットの暗号化に使用する KMS キーを選択します。
9. [Copy Snapshot] (スナップショットをコピー) を選択します。
10. 新しいスナップショットが作成されたら、オリジナルのスナップショットを削除します。
11. [Backup Retention Period] (バックアップ保持期間) で、ゼロ以外の正の値を選択します。例えば、30 

日間です。

[RDS.5] RDS DB インスタンスは、複数のアベイラビリティーゾーンで設定する
必要があります

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::RDS::DBInstance

AWS Config ルール : rds-multi-az-support

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、RDS DB インスタンスの高可用性が有効になっているかどうかをチェックします。

RDS DB インスタンスは、複数のアベイラビリティーゾーン (AZ) に対して設定する必要があります。これ
により、保存されたデータの可用性が保証されます。マルチ AZ 配置では、アベイラビリティーゾーンの
可用性に問題がある場合、および RDS の定期メンテナンス中に自動フェイルオーバーを実行できます。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

この問題を修正するには、DB インスタンスを更新して、複数のアベイラビリティーゾーンを有効にしま
す。

DB インスタンスに複数のアベイラビリティーゾーンを有効にするには

1. Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[データベース] を選択し、変更する DB インスタンスを選択します。
3. [Modify] (変更) を選択します。[Modify DB Instance] (DBインスタンスを変更) ページが表示されます。
4. [Instance Specifications] (インスタンスの仕様) で、[Multi-AZ deployment] (マルチ AZ 配置) を [Yes]

(はい) に設定します。
5. [Continue] (続行) を選択して、変更の概要をチェックします。
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6. (オプション) 変更をすぐに適用するには、[Apply immediately] (すぐに適用) を選択します。このオプ
ションを選択すると、停止状態になる場合があります。詳細については、「Amazon RDS ユーザーガ
イド」の「[すぐに適用] 設定を使用する」を参照してください。

7. 確認ページで、変更内容を確認します。変更内容が正しい場合は、[Modify DB Instance] (DB インスタ
ンスを変更) を選択して変更を保存します。

[RDS.6] RDS DB インスタンスとクラスターの拡張モニタリングを設定する必要
があります

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重要度: 低

リソースタイプ : AWS::RDS::DBInstance

AWS Config ルール : rds-enhanced-monitoring-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、RDS DB インスタンスに対して拡張モニタリングが有効になっているかどうかを
チェックします。

Amazon RDS では、拡張モニタリングによって、基盤となるインフラストラクチャのパフォーマンスの変
化に対してより迅速にレスポンスできます。これらのパフォーマンスの変化により、データの可用性が低
下する可能性があります。拡張モニタリングが有効になっている場合、RDS DB インスタンスが実行され
る OS のリアルタイムメトリクスを提供します。エージェントがインスタンスにインストールされていま
す。エージェントは、ハイパーバイザーレイヤーから得られるよりも正確にメトリクスを取得できます。

拡張モニタリングのメトリクスは、DB インスタンス上のさまざまなプロセスやスレッドがどのように 
CPU を使用しているかを表示するときに便利です。詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」
の「拡張モニタリング」を参照してください。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

DB インスタンスで拡張モニタリングを有効にする方法の詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイ
ド」の「拡張モニタリングの設定と有効化」を参照してください。

[RDS.7] RDS クラスターでは、削除保護が有効になっている必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > データ削除保護

重要度: 低

リソースタイプ : AWS::RDS::DBCluster

AWS Config ルール : rds-cluster-deletion-protection-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、RDS クラスターで削除保護が有効になっているかどうかをチェックします。
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このコントロールは、RDS DB インスタンスを対象としています。ただし、Aurora DB インスタン
ス、Neptune DB インスタンス、および Amazon DocumentDB クラスターの結果を生成することもできま
す。これらの結果が役に立たない場合は、それらを抑制できます。

クラスターの削除保護を有効にすることで、偶発的なデータベース削除や不正なエンティティによる削除
に対して保護の強化を提供します。

削除保護が有効になっている場合、RDS クラスターは削除できません。削除リクエストが成功するには、
削除保護を無効にする必要があります。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (バーレーン)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• 南米 (サンパウロ)

修正

この問題を修正するには、RDS DB クラスターを更新して削除保護を有効にします。

RDS DB クラスターの削除保護を有効にするには

1. Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Databases] (データベース) を選択し、変更する DB クラスターを選択しま

す。
3. [Modify] (変更) を選択します。
4. [Deletion protection] (削除保護) で、[Enable deletion protection] (削除保護の有効化) を選択します。
5. [Continue] (続行) を選択します。
6. [Scheduling of modifications] (変更のスケジューリング) で、変更を適用するタイミングを選択しま

す。オプションは [Apply during the next scheduled maintenance window] (次回の定期メンテナンス期
間中に適用) または [Apply immediately] (すぐに適用) です。

7. [Modify Cluster] (クラスターの変更) を選択します。

[RDS.8] RDS DB インスタンスで、削除保護が有効になっている必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > データ削除保護

重要度: 低

リソースタイプ : AWS::RDS::DBInstance

AWS Config ルール : rds-instance-deletion-protection-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

• databaseEngines: mariadb,mysql,oracle-ee,oracle-se2,oracle-se1,oracle-
se,postgres,sqlserver-ee,sqlserver-se,sqlserver-ex,sqlserver-web
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このコントロールは、リストされたデータベースエンジンのいずれかを使用する RDS DB インスタンスで
削除保護が有効になっているかどうかをチェックします。

インスタンス削除保護を有効にすると、偶発的なデータベース削除や不正なエンティティによる削除に対
する保護の強化を提供します。

削除保護が有効になっている間は、RDS DB インスタンスを削除できません。削除リクエストが成功する
には、削除保護を無効にする必要があります。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

この問題を修正するには、RDS DB インスタンスを更新して削除保護を有効にします。

RDS DB インスタンスの削除保護を有効にするには

1. Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Databases] (データベース) を選択し、変更する DB インスタンスを選択し

ます。
3. [Modify] (変更) を選択します。
4. [Deletion protection] (削除保護) で、[Enable deletion protection] (削除保護の有効化) を選択します。
5. [Continue] (続行) を選択します。
6. [Scheduling of modifications] (変更のスケジューリング) で、変更を適用するタイミングを選択しま

す。オプションは [Apply during the next scheduled maintenance window] (次回の定期メンテナンス期
間中に適用) または [Apply immediately] (すぐに適用) です。

7. [Modify DB Instance] (DB インスタンスの変更) を選択します。

[RDS.9] データベースログ記録を有効にする必要があります

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::RDS::DBInstance

AWS Config ルール : rds-logging-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon RDS で次のログが有効で CloudWatch Logs に送信されているかどうかを
チェックします。

• Oracle: (アラート、監査、トレース、リスナー)
• PostgreSQL: (Postgresql、アップグレード)
• MySQL: (監査、エラー、一般、SlowQuery)
• MariaDB: (監査、エラー、一般、SlowQuery)
• SQL Server: (エラー、エージェント)
• Aurora: (監査、エラー、一般、SlowQuery)
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• Aurora-MySQL: (監査、エラー、一般、SlowQuery)
• Aurora-PostgreSQL: (Postgresql、アップグレード)。

RDS データベースでは、関連するログを有効にする必要があります。データベースログ記録は、RDS に
対して行われたリクエストの詳細な記録を提供します。データベースログは、セキュリティとアクセス監
査に役立ち、可用性の問題を診断するのに役立ちます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (寧夏)
• ヨーロッパ (ミラノ)

修正

ログ記録オプションは、RDS DB クラスターまたはインスタンスに関連付けられた DB パラメータグルー
プに含まれています。データベースエンジンのデフォルトパラメータグループが使用されるときにログ記
録を有効にするには、必要なパラメータ値を持つ新しい DB パラメータグループを作成する必要がありま
す。その後、カスタマー DB パラメータグループを DB クラスターまたはインスタンスに関連付ける必要
があります。

AWS Management Console から CloudWatch Logs に MariaDB、MySQL、または PostgreSQL のログを有
効にして発行するには、カスタム DB パラメータグループに次のパラメータを設定します:

データベースエンジン パラメータ

MariaDB general_log=1

slow_query_log=1

log_output = FILE

MariaDB には、以下で説明するカスタムオプショ
ングループも必要です。

MySQL general_log=1

slow_query_log=1

log_output = FILE

PostgreSQL log_statement=all

log_min_duration_statement=minimum 
query duration (ms) to log

カスタム DB パラメータグループを作成するには

1. Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Parameter groups] (パラメータグループ) を選択します。
3. [Create parameter group] (パラメータグループの作成) を選択します。[Create parameter group] (パラ

メータグループの作成) ウィンドウが表示されます。
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4. [Parameter group] (パラメータグループ) ファミリーリストで、DB パラメータグループファミリーを
選択します。

5. [Type] (タイプ) リストで、[DB Parameter Group] (DB パラメータグループ) を選択します。
6. [Group name] (グループ名) ボックスに、新しい DB パラメータグループの名前を入力します。
7. [Description] (説明) に、新しい DB パラメータグループの説明を入力します。
8. [Create] (作成) を選択します。

MariaDB ログ記録の新しいオプショングループをコンソールを使用して作成するには

1. Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Option groups] (オプショングループ) を選択します。
3. [Create group] (グループの作成) を選択します。
4. [Create option group] (オプショングループを作成) ウィンドウで次の操作を行います。

a. [Name] (名前) には、AWS アカウント アカウント内で一意であるオプショングループの名前を入
力します。名前には、英字、数字、ハイフンのみ使用できます。

b. [Description] (説明) には、オプショングループの簡単な説明を入力します。説明は表示用に使用
されます。

c. [Engine] (エンジン) で、使用する DB エンジンを選択します。
d. [Major Engine Version] (メジャーエンジンバージョン) で、必要な DB エンジンのメジャーバー

ジョンを選択します。
5. 続行するには、[Create] (作成) を選択します。
6. 作成したオプショングループの名前を選択します。
7. [Add option] (オプションを追加) を選択します。
8. [Option name] (オプション名) リストから MARIADB_AUDIT_PLUGIN を選択します。
9. SERVER_AUDIT_EVENTS を CONNECT, QUERY, TABLE, QUERY_DDL, QUERY_DML, QUERY_DCL

に設定します。
10. [Add option] (オプションを追加) を選択します。

AWS Management Console から CloudWatch Logs に SQL Server DB、Oracle DB、または 
PostgreSQL ログを発行するには

1. Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Databases] (データベース) を選択します。
3. 変更する DB インスタンスを選択します。
4. [Modify] (変更) を選択します。
5. [Log exports] (ログのエクスポート) で、すべてのログファイルを選択して CloudWatch Logs への発行

をスタートします。

[Log exports] (ログのエクスポート) は、CloudWatch Logs への発行をサポートしているデータベース
エンジンのバージョンでのみ使用できます。

6. [Continue] (続行) を選択します。概要ページで [Modify DB Instance] (DB インスタンスを変更) を選択
します。

新しい DB パラメータグループ、または DB オプショングループを RDS DB インスタンスに適用
するには

1. Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Databases] (データベース) を選択します。
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3. 変更する DB インスタンスを選択します。
4. [Modify] (変更) を選択します。[Modify DB Instance] (DBインスタンスを変更) ページが表示されます。
5. [Database options (データベースオプション) で、必要に応じて DB パラメータグループと DB オプ

ショングループを変更します。
6. 変更が完了したら、[Continue] (続行) を選択します。変更の概要をチェックします。
7. (オプション) 変更をすぐに適用するには、[Apply immediately] (すぐに適用) を選択します。このオプ

ションを選択すると、停止状態になる場合があります。詳細については、「Amazon RDS ユーザーガ
イド」の「[すぐに適用] 設定を使用する」を参照してください。

8. [Modify DB Instance] (DB インスタンスを変更) を選択して、変更を保存します。

[RDS.10] IAM 認証は RDS インスタンス用に設定する必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > パスワードレス認証

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::RDS::DBInstance

AWS Config ルール : rds-instance-iam-authentication-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、RDS DB インスタンスで IAM データベース認証が有効になっているかどうかを
チェックします。RDS DB インスタンスに IAM 認証が設定されていない場合、コントロールは失敗しま
す。このコントロールは、mysql、postgres、aurora、aurora-mysql、aurora-postgresql およ
び mariadb のエンジンタイプの RDS インスタンスのみを評価します。また、RDS インスタンスが結果
を生成するには、available、backing-up、storage-optimization、storage-full のいずれか
の状態になっている必要があります。

IAM データベース認証では、パスワードではなく、認証トークンを使用したデータベースインスタンスへ
の認証が可能です。データベースに出入りするネットワークトラフィックは、SSL を使用して暗号化され
ます。詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「IAM データベース認証」を参照してくだ
さい。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (香港)
• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)

修正

この問題を修正するには、DB インスタンスを更新して IAM 認証を有効にします。

既存の DB インスタンスで IAM 認証を有効にするには

1. Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。
2. [Databases] (データベース) を選択します。
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3. 変更する DB インスタンスを選択します。
4. [Modify] (変更) を選択します。
5. [Database authentication] (データベース認証) で、[Password and IAM database authentication] (パス

ワードと IAM データベース認証) を選択します。
6. [Continue] (続行) を選択します。
7. [Scheduling of modifications] (変更のスケジューリング) で、変更を適用するタイミングを選択しま

す。オプションは [Apply during the next scheduled maintenance window] (次回の定期メンテナンス期
間中に適用) または [Apply immediately] (すぐに適用) です。

8. クラスターの場合は、[Modify DB Instance] (DB インスタンスを変更) を選択します。

[RDS.11] Amazon RDS インスタンスでは、自動バックアップが有効になってい
る必要があります

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > バックアップの有効化

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::RDS::DBCluster

AWS Config ルール : db-instance-backup-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

• backupRetentionMinimum: 7

このコントロールは、Amazon Relational Database Service インスタンスで自動バックアップが有効に設
定されているかどうか、およびバックアップ保持期間が 7 日以上であるかどうかをチェックします。バッ
クアップが有効になっていない場合や、保存期間が 7 日未満の場合、コントロールは失敗します。

バックアップは、セキュリティインシデントからより迅速に復元し、システムの耐障害性を強化するのに
役立ちます。Amazon RDS は、毎日のフルインスタンスボリュームスナップショットを簡単に設定する
方法を提供します。Amazon RDS の自動バックアップの詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイ
ド」の「バックアップの使用」を参照してください。

Note

このコントロールは、アジアパシフィック (大阪) または中東 (UAE) ではサポートされていませ
ん。

修正

自動バックアップをすぐに有効にするには

1. Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[データベース] を選択し、変更する DB インスタンスを選択します。
3. [Modify] (変更) を選択し、[Modify DB Instance] (DB インスタンスを変更) ページを開きます。
4. [Backup Retention Period] (バックアップ保持期間) で、0 以外の正の値 (30 日間など) を選択

し、[Continue] (続行) を選択します。
5. [Scheduling of modifications] (変更のスケジュール) セクションを選択し、変更を適用するタイミング

を選択します: [Apply during the next scheduled maintenance window] (次回の定期メンテナンス期間中
に適用)、または [Apply immediately] (すぐに適用) のいずれか選択します。

484

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_WorkingWithAutomatedBackups.html
https://console.aws.amazon.com/rds/


AWS Security Hub ユーザーガイド
AWS Foundational Security Best Practices 標準

6. その後、確認ページで [Modify DB Instance] (DB インスタンスを変更) を選択して変更を保存し、自動
バックアップを有効にします。

[RDS.12] IAM 認証は RDS クラスター用に設定する必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > パスワードレス認証

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::RDS::DBCluster

AWS Config ルール : rds-cluster-iam-authentication-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon RDS DB クラスターで IAM データベース認証が有効になっているかどうか
をチェックします。

IAM データベース認証では、データベースインスタンスへパスワードなしの認証が許可されています。認
証には、認証トークンが使用されます。データベースに出入りするネットワークトラフィックは、SSL を
使用して暗号化されます。詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「IAM データベース認
証」を参照してください。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (バーレーン)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• 南米 (サンパウロ)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

DB クラスターの IAM 認証は、Amazon RDS コンソールから有効にできます。

既存の DB クラスターで IAM 認証を有効にするには

1. Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。
2. [Databases] (データベース) を選択します。
3. 変更する DB クラスターを選択します。
4. [Modify] (変更) を選択します。
5. [Database options] (データベースオプション) で、[Enable IAM DB authentication] (IAM DB 認証を有

効にする) を選択します。
6. [Continue] (続行) を選択します。
7. [Scheduling of modifications] (変更のスケジュール) で、変更を適用するタイミングを選択します:

[Apply during the next scheduled maintenance window] (次回の定期メンテナンス期間中に適用)、また
は [Apply immediately] (すぐに適用) のいずれか選択します。
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8. [Modify Cluster] (クラスターの変更) を選択します。

[RDS.13] RDS 自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要があり
ます

カテゴリ: 検出 > 脆弱性およびパッチ管理

重要度: 高

リソースタイプ : AWS::RDS::DBInstance

AWS Config ルール : rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、RDS データベースインスタンスでマイナーバージョン自動アップグレードが有効に
なっているかどうかをチェックします。

マイナーバージョン自動アップグレードを有効にすると、リレーショナルデータベース管理システム 
(RDBMS) に最新のマイナーバージョンの更新がインストールされます。これらのアップグレードには、セ
キュリティパッチとバグ修正を含む場合があります。パッチのインストールを最新の状態に保つことは、
システムを保護する上で重要なステップです。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

DB インスタンスのマイナーバージョンアップグレードは、Amazon RDS コンソールから有効にできま
す。

既存の DB インスタンスのマイナーバージョン自動アップグレードを有効にするには

1. Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。
2. [Databases] (データベース) を選択します。
3. 変更する DB インスタンスを選択します。
4. [Modify] (変更) を選択します。
5. [Maintenance] (メンテナンス) の [Auto minor version upgrade] (マイナーバージョン自動アップグレー

ド) で、[Yes] (はい) を選択します。
6. [Continue] (続行) を選択します。
7. [Scheduling of modifications] (変更のスケジュール) で、変更を適用するタイミングを選択します:

[Apply during the next scheduled maintenance window] (次回の定期メンテナンス期間中に適用)、また
は [Apply immediately] (すぐに適用) のいずれか選択します。
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8. [Modify DB Instance] (DB インスタンスの変更) を選択します。

[RDS.14] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要が
あります

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > バックアップの有効化

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::RDS::DBCluster

AWS Config ルール : aurora-mysql-backtracking-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon Aurora クラスターでバックトラッキングが有効になっているかどうかを
チェックします。

バックアップは、セキュリティインシデントからより迅速に復元するために役立ちます。また、システム
の耐障害性を強化します。Aurora バックトラッキングによって、データベースを特定の時点に復元する時
間が短縮されます。復元を実行する場合にデータベースの復元は必要ありません。

Aurora でのバックトラッキングの詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Aurora DB ク
ラスターのバックトラック」を参照してください。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (香港)
• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• ヨーロッパ (ストックホルム)
• 中東 (バーレーン)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• 南米 (サンパウロ)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

Aurora バックトラックを有効にする手順の詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「バッ
クトラックの設定」を参照してください。

既存のクラスターではバックトラッキングを有効にできないことに注意してください。代わりに、バック
トラッキングが有効になっているクローンを作成できます。Aurora でのバックトラック制限の詳細につい
ては、「バックトラックの概要」の制限事項の一覧を参照してください。
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バックトラッキングの料金については、「Aurora の料金ページ」を参照してください。

[RDS.15] RDS DB クラスターを複数のアベイラビリティーゾーンに対して設定す
る必要があります

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::RDS::DBCluster

AWS Config ルール : rds-cluster-multi-az-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、RDS DB クラスターで高可用性が有効になっているかどうかをチェックします。

RDS DB クラスターは、保存されたデータの可用性を確保するために、複数のアベイラビリティーゾー
ンに対して設定する必要があります。複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイした場合、アベイラビ
リティーゾーンの可用性に問題が発生した場合や、通常の RDS メンテナンスイベント中に自動フェイル
オーバーが可能になります。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (バーレーン)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• 南米 (サンパウロ)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

このコントロールを修正するには、DB クラスターを複数のアベイラビリティーゾーンに対して設定しま
す。

DB クラスターでマルチ AZ を有効にするには

1. Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Databases] (データベース) を選択し、変更する DB インスタンスを選択し

ます。
3. [Modify] (変更) を選択します。[Modify DB Instance] (DBインスタンスを変更) ページが表示されます。
4. [Instance Specifications] (インスタンスの仕様) で、[Multi-AZ deployment] (マルチ AZ 配置) を [Yes]

(はい) に設定します。
5. [Continue] (続行) を選択して、変更の概要を確認します。

488

http://aws.amazon.com/rds/aurora/pricing/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://console.aws.amazon.com/rds/


AWS Security Hub ユーザーガイド
AWS Foundational Security Best Practices 標準

6. (オプション) 変更をすぐに適用するには、[Apply immediately] (すぐに適用) を選択します。このオプ
ションを選択すると、停止状態になる場合があります。詳細については、「Amazon RDS ユーザーガ
イド」の「[すぐに適用] 設定を使用する」を参照してください。

確認ページで、変更内容を確認します。正しい場合は、[Modify DB Instance] (DB インスタンスを変
更) を選択します。

Note

Aurora グローバルデータベースでは、修正の手順が異なります。Aurora グローバルデータベー
スに複数のアベイラビリティーゾーンを設定するには、DB クラスターを選択します。次に、
[Actions] (アクション) を選択し、[Add reader] (リーダーを追加) を選択します。詳細について
は、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Aurora レプリカを DB クラスターに追加する」を参
照してください。

[RDS.16] タグをスナップショットにコピーするように RDS DB クラスターを設
定する必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ

重要度: 低

リソースタイプ : AWS::RDS::DBCluster

AWS Config ルール: rds-cluster-copy-tags-to-snapshots-enabled (Security Hub が開発したカ
スタムルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、スナップショットの作成時に、すべてのタグをスナップショットにコピーするよう
に RDS DB クラスターが設定されているかどうかをチェックします。

IT アセットの身分証明書とインベントリはガバナンスとセキュリティの重要な側面です。すべての RDS 
DB クラスタを可視化することで、それらのセキュリティ体制を評価し、潜在的な弱点に対してアクショ
ンを起こせるようにする必要があります。スナップショットは、親 RDS データベースクラスターと同じ
方法でタグ付けする必要があります。この設定を有効にすると、スナップショットが親データベースクラ
スターのタグを継承します。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• 中国 (北京)
• 中東 (バーレーン)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• 南米 (サンパウロ)

修正

DB クラスターのスナップショットへの自動タグコピーを有効にするには

1. Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。
2. [Databases] (データベース) を選択します。
3. 変更する DB クラスターを選択します。
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4. [Modify] (変更) を選択します。
5. [Backup] (バックアップ) で、[Copy tags to snapshots] (スナップショットにタグをコピー) を選択しま

す。
6. [Continue] (続行) を選択します。
7. [Scheduling of modifications] (変更のスケジューリング) で、変更を適用するタイミングを選択しま

す。[Apply during the next scheduled maintenance window] (次回の定期メンテナンス期間中に適用)、
または [Apply immediately] (すぐに適用) のいずれかを選択できます。

[RDS.17] RDS DB インスタンスは、タグをスナップショットにコピーするように
設定する必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ

重要度: 低

リソースタイプ : AWS::RDS::DBInstance

AWS Config ルール: rds-instance-copy-tags-to-snapshots-enabled (Security Hub が開発した
カスタムルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、スナップショットの作成時に、すべてのタグをスナップショットにコピーするよう
に RDS DB インスタンスが構成されているかどうかをチェックします。

IT アセットの身分証明書とインベントリはガバナンスとセキュリティの重要な側面です。すべての RDS 
DB インスタンスを可視化することで、それらのセキュリティ体制を評価し、潜在的な弱点に対してアク
ションを起こせるようにする必要があります。スナップショットは、親 RDS データベースインスタンス
と同じ方法でタグ付けする必要があります。この設定を有効にすると、スナップショットが親データベー
スインスタンスのタグを継承します。

修正

DB インスタンスのスナップショットへの自動タグコピーを有効にするには

1. Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。
2. [Databases] (データベース) を選択します。
3. 変更する DB インスタンスを選択します。
4. [Modify] (変更) を選択します。
5. [Backup] (バックアップ) で、[Copy tags to snapshots] (スナップショットにタグをコピー) を選択しま

す。
6. [Continue] (続行) を選択します。
7. [Scheduling of modifications] (変更のスケジューリング) で、変更を適用するタイミングを選択しま

す。[Apply during the next scheduled maintenance window] (次回の定期メンテナンス期間中に適用)、
または [Apply immediately] (すぐに適用) のいずれかを選択できます。

[RDS.18] RDS インスタンスは VPC 内にデプロイする必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > VPC 内のリソース

重要度: 高
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リソースタイプ : AWS::RDS::DBInstance

AWS Config ルール: rds-deployed-in-vpc (Security Hub が開発したカスタムルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon RDS インスタンスが EC2-VPC にデプロイされているかどうかをチェック
します。

VPC は、RDS リソースへのアクセスを保護するための多数のネットワークコントロールを提供します。
これらのコントロールには、VPC エンドポイント、ネットワーク ACL、セキュリティグループが含まれま
す。これらのコントロールを利用するには、EC2-VPC 上に RDS インスタンスを作成することが推奨され
ます。

修正

RDS インスタンスを VPC に移動する方法の詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「DB 
インスタンスの VPC を更新する」を参照してください。

[RDS.19] 重大なクラスターイベントについて、RDS イベント通知のサブスクリ
プションを設定する必要があります

カテゴリ: 検出 > 検出サービス > アプリケーションモニタリング

重要度: 低

リソースタイプ : AWS::RDS::EventSubscription

AWS Config ルール: rds-cluster-event-notifications-configured (Security Hub が開発したカ
スタムルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、次のソースタイプ、イベントカテゴリのキーバリューペアに対して、Amazon RDS 
イベントサブスクリプションで通知が有効になものが存在するかどうかをチェックします。

DBCluster: ["maintenance","failure"]

RDS イベント通知は Amazon SNS を使用して、RDS リソースの可用性または設定の変更を通知します。
これらの通知により、迅速な対応が実現します。RDS イベント通知の詳細については、「Amazon RDS 
ユーザーガイド」の「Amazon RDS イベント通知の使用」を参照してください。

修正

RDS クラスターイベント通知にサブスクライブするには

1. Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Event subscriptions] (イベントサブスクリプション) を選択します。
3. [Event subscriptions] (イベントサブスクリプション) で、[Create event subscription] (イベントサブス

クリプションを作成) を選択します。
4. [Create event subscription] (イベントサブスクリプションを作成) ダイアログボックスで、次の操作を

行います。
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a. [Name] (名前) に、イベント通知サブスクリプションの名前を入力します。
b. [Send notifications to] (通知の送信先) の SNS トピックで、既存の Amazon SNS ARN を選択しま

す。新しいトピックを使用するには、[create topic] (トピックの作成) を選択して、トピックの名
前と受取人のリストを入力します。

c. [Source type] (ソースタイプ) で、[Clusters] (クラスター) を選択します。
d. [Instances to include] (含めるインスタンス) で、[All clusters] (すべてのクラスター) を選択しま

す。
e. [Event categories to include] (含めるイベントカテゴリ) で、[Specific event categories] (特定のイ

ベントカテゴリ) を選択します。[All event categories] (すべてのイベントカテゴリ) を選択した場
合も、コントロールは成功します。

f. [maintenance] (メンテナンス) と [failure] (障害) を選択します。
g. [Create] (作成) を選択します。

[RDS.20] 重大なデータベースインスタンスイベントに対して RDS イベント通知
サブスクリプションを設定する必要があります

カテゴリ: 検出 > 検出サービス > アプリケーションモニタリング

重要度: 低

リソースタイプ : AWS::RDS::EventSubscription

AWS Config ルール: rds-instance-event-notifications-configured (Security Hub が開発した
カスタムルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、次のソースタイプ、イベントカテゴリのキーバリューペアに対して通知が有効に
なっている Amazon RDS イベントサブスクリプションが存在するかどうかをチェックします。

DBInstance: ["maintenance","configuration change","failure"]

RDS イベント通知は Amazon SNS を使用して、RDS リソースの可用性または設定の変更をユーザーに
知らせます。これらの通知により、迅速な対応が実現します。RDS イベント通知の詳細については、
「Amazon RDS ユーザーガイド」の「Amazon RDS イベント通知の使用」を参照してください。

修正

RDS インスタンスイベント通知にサブスクライブするには

1. Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Event subscriptions] (イベントサブスクリプション) を選択します。
3. [Event subscriptions] (イベントサブスクリプション) で、[Create event subscription] (イベントサブス

クリプションを作成) を選択します。
4. [Create event subscription] (イベントサブスクリプションを作成) ダイアログボックスで、次の操作を

行います。

a. [Name] (名前) に、イベント通知サブスクリプションの名前を入力します。
b. [Send notifications to] (通知の送信先) の SNS トピックで、既存の Amazon SNS ARN を選択しま

す。新しいトピックを使用するには、[create topic] (トピックの作成) を選択して、トピックの名
前と受取人のリストを入力します。
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c. [Source type] (ソースタイプ) で、[Instance] (インスタンス) を選択します。
d. [Instances to include] (含めるインスタンス) で、[All instances] (すべてのインスタンス) を選択し

ます。
e. [Event categories to include] (含めるイベントカテゴリ) で、[Specific event categories] (特定のイ

ベントカテゴリ) を選択します。[All event categories] (すべてのイベントカテゴリ) を選択した場
合も、コントロールは成功します。

f. [maintenance] (メンテナンス)、[configuration change] (設定変更)、および [failure] (障害) を選択
します。

g. [Create] (作成) を選択します。

[RDS.21] 重大なデータベースパラメータグループイベントに対して RDS イベン
ト通知サブスクリプションを設定する必要があります

カテゴリ: 検出 > 検出サービス > アプリケーションモニタリング

重要度: 低

リソースタイプ : AWS::RDS::EventSubscription

AWS Config ルール: rds-pg-event-notifications-configured (Security Hub が開発したカスタム
ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、次のソースタイプ、イベントカテゴリのキーバリューペアに対して通知が有効に
なっている Amazon RDS イベントサブスクリプションが存在するかどうかをチェックします。

DBParameterGroup: ["configuration change"]

RDS イベント通知は Amazon SNS を使用して、RDS リソースの可用性または設定の変更をユーザーに
知らせます。これらの通知により、迅速な対応が実現します。RDS イベント通知の詳細については、
「Amazon RDS ユーザーガイド」の「Amazon RDS イベント通知の使用」を参照してください。

修正

RDS データベースパラメータグループのイベント通知をサブスクライブするには

1. Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Event subscriptions] (イベントサブスクリプション) を選択します。
3. [Event subscriptions] (イベントサブスクリプション) で、[Create event subscription] (イベントサブス

クリプションを作成) を選択します。
4. [Create event subscription] (イベントサブスクリプションを作成) ダイアログボックスで、次の操作を

行います。

a. [Name] (名前) に、イベント通知サブスクリプションの名前を入力します。
b. [Send notifications to] (通知の送信先) の SNS トピックで、既存の Amazon SNS ARN を選択しま

す。新しいトピックを使用するには、[create topic] (トピックの作成) を選択して、トピックの名
前と受取人のリストを入力します。

c. [Source type] (ソースタイプ) で、[Parameter groups] (パラメータグループ) を選択します。
d. [Instances to include] (含めるインスタンス) で、[All parameter groups] (すべてのパラメータグ

ループ) を選択します。

493

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_Events.html
https://console.aws.amazon.com/rds/


AWS Security Hub ユーザーガイド
AWS Foundational Security Best Practices 標準

e. [Event categories to include] (含めるイベントカテゴリ) で、[Specific event categories] (特定のイ
ベントカテゴリ) を選択します。[All event categories] (すべてのイベントカテゴリ) を選択した場
合も、コントロールは成功します。

f. [configuration change] (設定変更) を選択します。
g. [Create] (作成) を選択します。

[RDS.22] 重大なデータベースセキュリティグループイベントに対して RDS イベ
ント通知サブスクリプションを設定する必要があります

カテゴリ: 検出 > 検出サービス > アプリケーションモニタリング

重要度: 低

リソースタイプ : AWS::RDS::EventSubscription

AWS Config ルール: rds-sg-event-notifications-configured (Security Hub が開発したカスタム
ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、次のソースタイプ、イベントカテゴリのキーバリューペアに対して通知が有効に
なっている Amazon RDS イベントサブスクリプションが存在するかどうかをチェックします。

DBSecurityGroup: ["configuration change","failure"]

RDS イベント通知は Amazon SNS を使用して、RDS リソースの可用性または設定の変更をユーザーに知
らせます。これらの通知により、迅速なレスポンスが可能になります。RDS イベント通知の詳細について
は、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「Amazon RDS イベント通知の使用」を参照してください。

修正

RDS データベースセキュリティグループのイベント通知をサブスクライブするには

1. Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Event subscriptions] (イベントサブスクリプション) を選択します。
3. [Event subscriptions] (イベントサブスクリプション) で、[Create event subscription] (イベントサブス

クリプションを作成) を選択します。
4. [Create event subscription] (イベントサブスクリプションを作成) ダイアログボックスで、次の操作を

行います。

a. [Name] (名前) に、イベント通知サブスクリプションの名前を入力します。
b. [Send notifications to] (通知の送信先) の SNS トピックで、既存の Amazon SNS ARN を選択しま

す。新しいトピックを使用するには、[create topic] (トピックの作成) を選択して、トピックの名
前と受取人のリストを入力します。

c. [Source type] (ソースタイプ) で、[Security groups] (セキュリティグループ) を選択します。
d. [Instances to include] (含めるインスタンス) で、[All security groups] (すべてのセキュリティグ

ループ) を選択します。
e. [Event categories to include] (含めるイベントカテゴリ) で、[Specific event categories] (特定のイ

ベントカテゴリ) を選択します。[All event categories] (すべてのイベントカテゴリ) を選択した場
合も、コントロールは成功します。

f. [configuration change] (設定変更) と [failure] (障害) を選択します。
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g. [Create] (作成) を選択します。

[RDS.23] RDS データベースとクラスターはデータベースエンジンのデフォルト
ポートを使用しないでください

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 低

リソースタイプ : AWS::RDS::DBInstance

AWS Config ルール: rds-no-default-ports (Security Hub が開発したカスタムルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、RDS クラスターまたはインスタンスがデータベースエンジンのデフォルトポート以
外のポートを使用しているかどうかをチェックします。

既知のポートを使用して RDS クラスターまたはインスタンスをデプロイすると、攻撃者はクラスターま
たはインスタンスに関する情報を推測できる可能性があります。攻撃者は、この情報を他の情報と組み合
わせ、RDS クラスターまたはインスタンスに接続したり、ユーザーのアプリケーションに関する追加情報
を取得できます。

ポートを変更する場合は、古いポートへの接続に使用された既存の接続文字列も更新する必要がありま
す。また、ユーザーは DB インスタンスのセキュリティグループをチェックして、新しいポートでの接続
を許可するイングレスルールが確実に含まれていることを確認する必要があります。

修正

既存の DB インスタンスのデフォルトポートを変更するには

1. Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。
2. [Databases] (データベース) を選択します。
3. 変更する DB インスタンスを選択します。
4. [Modify] (変更) を選択します。
5. [Database options] (データベースオプション) で、[Database port] (データベースポート) をデフォルト

以外の値に変更します。
6. [Continue] (続行) を選択します。
7. [Scheduling of modifications] (変更のスケジューリング) で、変更を適用するタイミングを選択しま

す。[Apply during the next scheduled maintenance window] (次回の定期メンテナンス期間中に適用)、
または [Apply immediately] (すぐに適用) のいずれかを選択できます。

8. クラスターの場合は、[Modify Cluster] (クラスターの変更) を選択します。インスタンスの場合
は、[Modify DB Instance] (DB インスタンスを変更) を選択します。

[RDS.24] RDS データベースクラスターはカスタム管理者ユーザーネームを使用
する必要があります

カテゴリ: 識別 > リソース設定

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::RDS:DBCluster

495

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


AWS Security Hub ユーザーガイド
AWS Foundational Security Best Practices 標準

AWS Config ルール : rds-cluster-default-admin-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon RDS データベースクラスターが管理者ユーザーネームをデフォルト値
から変更したかどうかをチェックします。このコントロールは、Neptune (Neptune DB) または docdb 
(DocumentDB) タイプのエンジンには適用されません。管理者ユーザーネームがデフォルト値に設定され
ている場合、このルールは失敗します。

Amazon RDS データベースを作成するときは、デフォルトの管理者ユーザーネームを一意の値に変更する
必要があります。デフォルトのユーザーネームはパブリックナレッジであり、RDS データベースの作成時
に変更する必要があります。デフォルトのユーザーネームを変更すると、意図しないアクセスのリスクが
軽減されます。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

Amazon RDS データベースクラスターに関連付けられている管理者ユーザーネームを変更するには、新し
い RDS データベースクラスターを作成し、データベースの作成時に、デフォルトの管理者ユーザーネー
ムを変更します。

[RDS.25] RDS データベースインスタンスはカスタム管理者ユーザーネームを使
用する必要があります
カテゴリ: 識別 > リソース設定

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::RDS::DBInstance

AWS Config ルール : rds-instance-default-admin-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールでは、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) のデータベースインスタン
スの管理者ユーザーネームがデフォルト値から変更されたかどうかをチェックします。このコントロール
は、Neptune (Neptune DB) または docdb (DocumentDB) タイプのエンジンには適用されません。管理者
ユーザーネームがデフォルト値に設定されている場合、このコントロールは失敗します。

Amazon RDS データベースのデフォルトの管理ユーザーネームは、パブリックナレッジです。Amazon 
RDS データベースを作成するときは、意図しないアクセスのリスクを減らすために、デフォルトの管理
ユーザーネームを一意の値に変更する必要があります。

修正

RDS データベースインスタンスに関連付けられている管理ユーザーネームを変更するには、始めに新しい 
RDS データベースインスタンスを作成します。データベースの作成時に、デフォルトの管理ユーザーネー
ムを変更します。

[PCI.Redshift.1] Amazon Redshift クラスターはパブリックアクセスを禁止する必
要があります
カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > パブリックアクセス不可のリソース
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重要度: 非常事態

リソースタイプ : AWS::Redshift::Cluster

AWS Config ルール : redshift-cluster-public-access-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon Redshift クラスターがパブリックにアクセス可能かどうかをチェックしま
す。このコントロールは、クラスター設定項目の PubliclyAccessible フィールドを評価します。

Amazon Redshift クラスター設定の PubliclyAccessible 属性は、クラスターがパブリックにアクセス
可能かどうかを示します。クラスターが PubliclyAccessible を true に設定して構成されている場
合、パブリックに解決可能な DNS 名を持つインターネット向けインスタンスであり、パブリック IP アド
レスに解決されます。

クラスターがパブリックにアクセスできない場合、プライベート IP アドレスに解決される DNS 名を
持つ内部インスタンスです。クラスターをパブリックにアクセスさせる意図がない限り、クラスターは
PubliclyAccessible を true に設定しないでください。

修正

この問題を修正するには、Amazon Redshift クラスターを更新して、パブリックアクセスを無効にしま
す。

Amazon Redshift クラスターへのパブリックアクセスを無効にするには

1. Amazon Redshift コンソール (https://console.aws.amazon.com/redshift/) を開きます。
2. ナビゲーションメニューで、[Clusters] (クラスター) を選択し、変更するセキュリティグループのある

クラスターの名前を選択します。
3. [Actions] (アクション)、[Modify publicly accessible setting] (パブリックアクセスに可能な設定を変更) 

の順に選択します。
4. [Allow instances and devices outside the VPC to connect to your database through the cluster 

endpoint] (VPC の外部のインスタンスとデバイスがクラスターエンドポイントを介してデータベース
に接続するように許可する) で、[No] (いいえ) を選択します。

5. [Confirm] (確認) を選択します。

[Redshift.2] Amazon Redshift クラスターへの接続は転送中に暗号化する必要があ
ります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::Redshift::Cluster、AWS::Redshift::ClusterParameterGroup

AWS Config ルール : redshift-require-tls-ssl

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon Redshift クラスターへの接続において、転送中に暗号化を使用する必要が
あるかどうかをチェックします。Amazon Redshift クラスターパラメータ require_SSL が True に設定
されていない場合、チェックは失敗します。
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TLS を使用すると、潜在的な攻撃者が中間者攻撃または同様の攻撃を使用してネットワークトラフィッ
クを盗聴または操作することを防止できます。TLS 経由の暗号化された接続のみを許可する必要がありま
す。転送中のデータの暗号化は、パフォーマンスに影響する可能性があります。TLS のパフォーマンスプ
ロファイルと TLS の影響を把握するには、この機能を使用してアプリケーションをテストする必要があり
ます。

Note

このコントロールは、ヨーロッパ (ミラノ) ではサポートされていません。

修正

この問題を修正するには、パラメータグループを更新して暗号化を要求するようにします。

パラメータグループを変更するには

1. Amazon Redshift コンソール (https://console.aws.amazon.com/redshift/) を開きます。
2. ナビゲーションメニューで、[Config] (設定) を選択し、次に [Workload management] (ワークロード管

理) を選択して、[Workload management] (ワークロード管理) ページを表示します。
3. 変更するパラメータグループを選択します。
4. [Parameters] (パラメータ) を選択します。
5. [Edit parameters] (パラメータの編集) を選択し、require_ssl を True に設定します。
6. 変更を入力し、[Save] (保存) を選択します。

[Redshift.3] Amazon Redshift クラスターでは、自動スナップショットが有効に
なっている必要があります

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > バックアップの有効化

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::Redshift::Cluster

AWS Config ルール : redshift-backup-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

• MinRetentionPeriod = 7

このコントロールは、Amazon Redshift クラスターで自動スナップショットが有効になっているかどうか
をチェックします。また、スナップショットの保持期間が 7 以上であるかどうかをチェックします。

バックアップは、セキュリティインシデントからより迅速に復元するために役立ちます。これにより、シ
ステムの耐障害性が強化されます。Amazon Redshift は、デフォルトで定期的にスナップショットを作成
します。このコントロールは、自動スナップショットが有効で、少なくとも 7 日間保持されているかどう
かをチェックします。Amazon Redshift の自動スナップショットの詳細については、「Amazon Redshift 
管理ガイド」の「自動スナップショット」を参照してください。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
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• アジアパシフィック (大阪)
• アジアパシフィック (シドニー)
• 中国 (寧夏)
• ヨーロッパ (ミラノ)

修正

この問題を修正するには、スナップショットの保持期間を少なくとも 7 に更新します。

スナップショットの保持期間を変更するには

1. Amazon Redshift コンソール (https://console.aws.amazon.com/redshift/) を開きます。
2. ナビゲーションメニューで [Clusters] (クラスター) を選択し、変更するクラスター名を選択します。
3. [Edit] (編集) を選択します。
4. [Backup] (バックアップ) で、[Snapshot retention] (スナップショットの保持) を 7 以上の値に設定しま

す。
5. [Modify Cluster] (クラスターの変更) を選択します。

[Redshift.4] Amazon Redshift クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている
必要があります

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::Redshift::Cluster

AWS Config ルール: redshift-cluster-audit-logging-enabled (Security Hub が開発したカスタ
ムルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

• loggingEnabled = true

このコントロールは、Amazon Redshift クラスターで監査ログ記録が有効になっているかどうかをチェッ
クします。

Amazon Redshift 監査ログ記録は、ユーザーのクラスター内の接続とユーザーアクティビティに関する追
加情報を提供します。このデータは、Amazon S3 内で保存および保護することができ、セキュリティ監
査や調査に役立ちます。詳細については、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「データベース監査ログ記
録」を参照してください。

修正

クラスター監査ログを有効にするには

1. Amazon Redshift コンソール (https://console.aws.amazon.com/redshift/) を開きます。
2. ナビゲーションメニューで [Clusters] (クラスター) を選択し、変更するクラスター名を選択します。
3. [Maintenance and monitoring] (メンテナンスとモニタリング) を選択します。
4. [Audit logging] (監査ログ記録) で、[Edit] (編集) を選択します。
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5. [Enable audit logging] (監査ログ記録の有効化) で [yes] (はい) に設定し、ログの送信先バケットの詳細
を入力します。

6. [Confirm] (確認) を選択します。

[Redshift.6] Amazon Redshift でメジャーバージョンへの自動アップグレードが有
効になっている必要があります

カテゴリ: 検出 > 脆弱性およびパッチ管理

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::Redshift::Cluster

AWS Config ルール : redshift-cluster-maintenancesettings-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

• allowVersionUpgrade = true

このコントロールは、Amazon Redshift クラスターで自動メジャーバージョンアップグレードが有効に
なっているかどうかをチェックします。

自動メジャーバージョンアップグレードを有効にすることで、メンテナンスウィンドウ中に Amazon 
Redshift クラスターの最新のメジャーバージョンの更新がインストールされます。これらのアップデート
には、セキュリティパッチやバグ修正が含まれる場合があります。パッチのインストールを最新の状態に
保つことは、システムを保護する上で重要なステップです。

Note

このコントロールは、中東 (バーレーン) ではサポートされていません。

修正

この問題を AWS CLI から修正するには、Amazon Redshift modify-cluster コマンドを使用して--
allow-version-upgrade 属性を設定します。

aws redshift modify-cluster --cluster-identifier clustername --allow-version-upgrade

clustername は Amazon Redshift クラスターの名前です。

[Redshift.7] Amazon Redshift クラスターは拡張 VPC ルーティングを使用する必
要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > API プライベートアクセス

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::Redshift::Cluster

AWS Config ルール : redshift-enhanced-vpc-routing-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし
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このコントロールは、Amazon Redshift クラスターで EnhancedVpcRouting が有効かどうかをチェック
します。

拡張 VPC ルーティングは、クラスターとデータリポジトリ間のすべての COPY および UNLOAD トラ
フィックが VPC を経由するよう強制します。その後、セキュリティグループやネットワークアクセス
コントロールリストなどの VPC 機能を使用して、ネットワークトラフィックを保護することができま
す。VPC フローログを使用して、ネットワークトラフィックをモニタリングすることもできます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

詳細な修正手順については、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「拡張された VPC ルーティングの有効
化」を参照してください。

[Redshift.8] Amazon Redshift クラスターはデフォルトの管理者ユーザーネームを
使用しないでください

カテゴリ: 識別 > リソース設定

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::Redshift::Cluster

AWS Config ルール : redshift-default-admin-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon Redshift クラスターが、管理者ユーザーネームをデフォルト値から変更し
たかどうかをチェックします。Redshift クラスターの管理者ユーザーネームが awsuser に設定されてい
る場合、このコントロールは失敗します。

Amazon RDS クラスターを作成するときは、デフォルトの管理者ユーザーネームを一意の値に変更する必
要があります。デフォルトのユーザーネームはパブリックナレッジであり、設定時に変更する必要があり
ます。デフォルトのユーザーネームを変更すると、意図しないアクセスのリスクが軽減されます。

修正

Amazon Redshift クラスターの管理者ユーザーネームは、作成後に変更することはできません。DB クラス
ターを新たに作成するには、「こちら」の手順に従います。

[Redshift.9] Redshift クラスターでは、デフォルトのデータベース名を使用しない
でください

カテゴリ: 識別 > リソース設定

重要度: 中
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リソースタイプ : AWS::Redshift::Cluster

AWS Config ルール : redshift-default-db-name-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon Redshift クラスターが、データベース名をデフォルト値から変更したかど
うかをチェックします。Redshift クラスターのデータベース名が dev に設定されている場合、このコント
ロールは失敗します。

Amazon RDS クラスターを作成するときは、デフォルトのデータベース名を一意の値に変更する必要があ
ります。デフォルトの名前は一般に知られているため、設定時に変更する必要があります。よく知られた
名前は、IAM ポリシー条件などで使用されると偶発的なアクセスにつながる可能性があります。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

Amazon Redshift クラスターのデータベース名は、作成後に変更することはできません。新規クラスター
の作成方法については、「Amazon Redshift の入門ガイド」の「Amazon Redshift の開始方法」を参照し
てください。

[S3.1] S3 ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 中

リソースタイプ : AWS アカウント

AWS Config ルール : s3-account-level-public-access-blocks-periodic

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

• ignorePublicAcls: true
• blockPublicPolicy: true
• blockPublicAcls: true
• restrictPublicBuckets: true

このコントロールは、次の Amazon S3 パブリックアクセスブロック設定がアカウントレベルで設定され
ているかどうかをチェックします:
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• ignorePublicAcls: true
• blockPublicPolicy: true
• blockPublicAcls: true
• restrictPublicBuckets: true

すべてのパブリックアクセスブロック設定が true に設定されている場合、コントロールは成功します。

いずれかの設定が false に設定されているか、またはいずれかが設定されていない場合、コントロールは
失敗します。

Amazon S3 パブリックアクセスブロックは、AWS アカウント 全体または個々の S3 バケットレベルでコ
ントロールを提供し、オブジェクトがパブリックアクセスしないように設計されています。パブリックア
クセスは、アクセスコントロールリスト (ACL)、バケットポリシー、またはその両方からバケットおよび
オブジェクトに付与されます。

S3 バケットをパブリックにアクセスできるように意図する場合を除き、アカウントレベルの Amazon S3 
ブロックパブリックアクセス機能を設定する必要があります。

詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「Amazon S3 ブロックパブリッ
クアクセスの使用」を参照してください。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

この問題を修正するには、Amazon S3 ブロックパブリックアクセスを有効にします。

Amazon S3 ブロックパブリックアクセスを有効にするには

1. https://console.aws.amazon.com/s3/ で Amazon S3 コンソールを開きます。
2. [Block public access (account settings)] (パブリックアクセスをブロック (アカウント設定)) を選択しま

す。
3. [Edit] (編集) を選択します。
4. [Block all public access] (すべてのパブリックアクセスをブロックする) を選択します。
5. [Save changes] (変更の保存) を選択します。

詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「Amazon S3 ブロックパブリッ
クアクセスの使用」を参照してください。

[S3.2] S3 バケットではパブリック読み取りアクセスを禁止する必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 非常事態

リソースタイプ : AWS::S3::Bucket

503

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/access-control-block-public-access.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/access-control-block-public-access.html
https://console.aws.amazon.com/s3/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/access-control-block-public-access.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/access-control-block-public-access.html


AWS Security Hub ユーザーガイド
AWS Foundational Security Best Practices 標準

AWS Config ルール : s3-bucket-public-read-prohibited

スケジュールタイプ: 定期的および変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、S3 バケットがパブリック読み取りアクセスを許可するかどうかをチェックします。
これにより、ブロックパブリックアクセス設定、バケットポリシー、およびバケットアクセスコントロー
ルリスト (ACL) を評価します。

ユースケースによっては、インターネット上の全員が S3 バケットから読み取れる必要があります。しか
し、そのような状況は稀です。データの整合性とセキュリティを確保するために、S3 バケットをパブリッ
クに読み取り可能にしないでください。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

この問題を修正するには、S3 バケットを更新してパブリックアクセスを削除します。

S3 バケットからパブリックアクセスを削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/s3/ で Amazon S3 コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Buckets] (バケット) を選択します。
3. 更新する S3 バケットの名前を選択します。
4. [Permissions] (許可) を選択し、[Block public access] (パブリックアクセスのブロック) を選択しま

す。
5. [Edit] (編集) を選択します。
6. [Block all public access] (すべてのパブリックアクセスをブロックする) を選択します。次に、[Save]

(保存) を選択します。
7. プロンプトが表示されたら、confirm を入力して [Confirm] (確認) を選択します。

[S3.3] S3 バケットはパブリック書き込みアクセスを禁止する必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 非常事態

リソースタイプ : AWS::S3::Bucket

AWS Config ルール : s3-bucket-public-write-prohibited

スケジュールタイプ: 定期的および変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、S3 バケットがパブリック書き込みアクセスを許可するかどうかをチェックします。
これにより、ブロックパブリックアクセス設定、バケットポリシー、およびバケットアクセスコントロー
ルリスト (ACL) を評価します。

ユースケースによっては、インターネット上の全員が S3 バケットに書き込むことができる必要がありま
す。しかし、そのような状況は稀です。データの整合性とセキュリティを確保するため、S3 バケットはパ
ブリックに書き込み可能にしないでください。
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Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

この問題を修正するには、S3 バケットを更新してパブリックアクセスを削除します。

S3 バケットに対するパブリックアクセスを削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/s3/ で Amazon S3 コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Buckets] (バケット) を選択します。
3. 更新する S3 バケットの名前を選択します。
4. [Permissions] (許可) を選択し、[Block public access] (パブリックアクセスのブロック) を選択しま

す。
5. [Edit] (編集) を選択します。
6. [Block all public access] (すべてのパブリックアクセスをブロックする) を選択します。次に、[Save]

(保存) を選択します。
7. プロンプトが表示されたら、confirm を入力して [Confirm] (確認) を選択します。

[S3.4] S3 バケットでは、サーバー側の暗号化を有効にする必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::S3::Bucket

AWS Config ルール : s3-bucket-server-side-encryption-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、S3 バケットで Amazon S3 のデフォルトの暗号化が有効になっていること、または 
S3 バケットポリシーでサーバー側の暗号化なしの put-object リクエストを明示的に拒否しているかチェッ
クします。

S3 バケット内の機密データのセキュリティを強化するには、サーバー側の暗号化を使用してバケットを
設定し、保管中のデータを保護する必要があります。Amazon S3 は、一意のキーで各オブジェクトを暗号
化します。追加の保護措置として、Amazon S3 は定期的にローテーションされるルートキーを使ってキー
そのものを暗号化します。Amazon S3 のサーバー側の暗号化は、データの暗号化に利用できるものの中で
も最強のブロック暗号の 1 つである 256 ビットの Advanced Encryption Standard (AES−256) を使用しま
す。

詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「Amazon S3 が管理する暗号化
キーによるサーバー側の暗号化 (SSE−S3) を使用したデータの保護」を参照してください。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

この問題を修正するには、S3 バケットを更新して、デフォルトの暗号化を有効にします。
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S3 バケットのデフォルト暗号化を有効にするには

1. https://console.aws.amazon.com/s3/ で Amazon S3 コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Buckets] (バケット) を選択します。
3. リストから S3 バケットを選択します。
4. [Properties] (プロパティ) を選択します。
5. [Default encryption] (デフォルトの暗号化) を選択します。
6. 暗号化には、AES-256 または AWS-KMS のいずれかを選択します。

• Amazon S3 によってマネージドされるキーをデフォルト暗号化に使用するには、AES-256 を選
択します。Amazon S3 サーバー側暗号化を使用してデータを暗号化する方法の詳細については、
「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」を参照してください。

• AWS KMS によってマネージドされるキーをデフォルト暗号化に使用するには、AWS-KMS を選択
します。次に、作成した AWS KMS ルートキーのリストからルートキーを選択します。

使用する AWS KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) を入力します。IAM コンソールの
[Encryption keys] (暗号化キー) で、AWS KMS キーの ARN を確認できます。または、ドロップダウ
ンリストからキー名を選択できます。

Important

デフォルト暗号化設定に AWS KMS オプションを使用する場合、AWS KMS の RPS (1 秒
あたりのリクエスト) クォータが適用されます。AWS KMS クォータの詳細およびクォータ
の引き上げをリクエストする方法については、「AWS Key Management Service 開発者ガ
イド」を参照してください。

AWS KMS キーの作成方法の詳細については、「AWS Key Management Service 開発者ガイド」を
参照してください。

Amazon S3 で AWS KMS を使用する方法の詳細については、「Amazon Simple Storage Service 
ユーザーガイド」を参照してください。

デフォルト暗号化を有効にする際、バケットポリシーの更新が必要な場合があります。バケットポリ
シーからデフォルトの暗号化に移行する方法の詳細については、「Amazon Simple Storage Service 
ユーザーガイド」を参照してください。

7. [Save] (保存) を選択します。

デフォルトの S3 バケット暗号化の詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」
を参照してください。

[S3.5] S3 バケットでは、Secure Socket Layer を使用するためのリクエストの要
求が必要です。
カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::S3::Bucket

AWS Config ルール : s3-bucket-ssl-requests-only

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、S3 バケットのポリシーで、Secure Socket Layer (SSL) の使用にリクエストが必要
とされているかどうかをチェックします。
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S3 バケットには、条件キー aws:SecureTransport によって示される S3 リソースポリシーで HTTPS 
経由のデータ送信のみを受け入れるために、すべてのリクエスト (Action: S3:*) を要求するポリシーを
備える必要があります。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

この問題を修正するには、S3 バケットの許可ポリシーを更新します。

安全でない伝送の拒否を S3 バケットで設定するには

1. https://console.aws.amazon.com/s3/ で Amazon S3 コンソールを開きます。
2. 非準拠バケットに移動し、バケット名を選択します。
3. [Permissions] (許可) を選択し、[Bucket Policy] (バケットポリシー) を選択します。
4. 以下のポリシーに、同様のポリシーステートメントを追加します。awsexamplebucket を変更する

バケットの名前で置き換えます。

{ 
    "Id": "ExamplePolicy", 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowSSLRequestsOnly", 
            "Action": "s3:*", 
            "Effect": "Deny", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::awsexamplebucket", 
                "arn:aws:s3:::awsexamplebucket/*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "Bool": { 
                     "aws:SecureTransport": "false" 
                } 
            }, 
           "Principal": "*" 
        } 
    ]
}

5. [Save] (保存) を選択します。

詳細については、ナレッジセンターの記事「AWS Config ルール s3-bucket-ssl-requests-only に準拠するに
は、どの S3 バケットポリシーを使用する必要がありますか?」を参照してください。

[S3.6] バケットポリシー内で別の AWS アカウント に付与された Amazon S3 許
可は制限する必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > 機密性の高いAPIオペレーションアクションを制限する

重要度: 高

リソースタイプ : AWS::S3::Bucket

AWS Config ルール: s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合
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パラメータ:

• blacklistedactionpatterns: s3:DeleteBucketPolicy, s3:PutBucketAcl, 
s3:PutBucketPolicy, s3:PutEncryptionConfiguration, s3:PutObjectAcl

このコントロールは、S3 バケットポリシーが別の AWS アカウント からのプリンシパルが、S3 バケット
内のリソースに対して拒否されたアクションの実行を防止するかどうかをチェックします。S3 バケットポ
リシーで、別の AWS アカウント のプリンシパルに対して次のいずれかのアクションが許可されている場
合、コントロールは失敗します。

• s3:DeleteBucketPolicy

• s3:PutBucketAcl

• s3:PutBucketPolicy

• s3:PutEncryptionConfiguration

• s3:PutObjectAcl

このコントロールでは、Principal 要素内のエンティティのみがチェックされ、ポリシーの Condition 要素
内の条件は考慮されません。

最小特権アクセスの実装は、セキュリティリスクおよびエラーの影響や悪意ある行動を減らす上での基礎
となります。もしS3 バケットポリシーで外部アカウントからのアクセスを許可している場合、内部脅威ま
たは攻撃者によるデータの漏えいにつながる可能性があります。

blacklistedactionpatterns パラメータを使用すると、S3 バケットのルールを正常に評価できま
す。パラメータは、外部アカウントに対して blacklistedactionpatterns リストに含まれていないア
クションパターンのアクセス許可を付与します。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

この問題を修正するには、S3 バケットポリシーを編集して許可を削除します。

S3 バケットポリシーを編集するには

1. https://console.aws.amazon.com/s3/ で Amazon S3 コンソールを開きます。
2. [Bucket name] (バケット名) リストで、ポリシーを編集する S3 バケット名を選択します。
3. [Permissions] (許可) を選択し、[Bucket Policy] (バケットポリシー) を選択します。
4. [Bucket policy editor] (バケットポリシーエディタ) テキストボックスで、以下のいずれかの操作を行い

ます。

• 別の AWS アカウント に拒否されたアクションへのアクセス許可を付与するステートメントを削除
する

• 許可された拒否済みのアクションをステートメントから削除する
5. [Save] (保存) を選択します。

[S3.8] S3 ブロックパブリックアクセス設定は、バケットレベルで有効にする必要
があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > アクセスコントロール
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重要度: 高

リソースタイプ : AWS::S3::Bucket

AWS Config ルール : s3-bucket-level-public-access-prohibited

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

• excludedPublicBuckets (オプション) - 既知の許可されているパブリック S3 バケット名のカンマ区
切りリスト。

このコントロールは S3 バケットにバケットレベルのパブリックアクセスブロックが適用されているかど
うかをチェックします。次の設定のいずれかが false に設定されている場合、このコントロールは失敗し
ます。

• ignorePublicAcls
• blockPublicPolicy
• blockPublicAcls
• restrictPublicBuckets

S3 バケットレベルのブロックパブリックアクセスは、オブジェクトがパブリックアクセスできないように
コントロールを提供します。パブリックアクセスは、アクセスコントロールリスト (ACL)、バケットポリ
シー、またはその両方からバケットおよびオブジェクトに付与されます。

S3 バケットをパブリックにアクセスできるように意図する場合を除き、バケットレベルの Amazon S3 ブ
ロックパブリックアクセス機能を設定する必要があります。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

バケットレベルでパブリックアクセスを削除する方法については、「Amazon S3 ユーザーガイド」の
「Amazon S3 ストレージへのパブリックアクセスのブロック」を参照してください。

[S3.9] S3 バケットサーバーアクセスログ記録を有効にする必要があります

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::S3::Bucket

AWS Config ルール : s3-bucket-logging-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合
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パラメータ : なし

このコントロールは、S3 バケットでサーバーアクセスログ記録が有効になっているかどうかをチェックし
ます。ログ記録を有効にすると、Amazon S3 は、ソースバケットのアクセスログを選択されたターゲット
バケットに配信します。ターゲットバケットは、ソースバケットと同じ AWS リージョン内にある必要が
あり、デフォルトの保持期間設定は設定しないでください。サーバーアクセスのログ記録が有効になって
いる場合、このコントロールは成功します。ターゲットのログ記録バケットは、サーバーアクセスのログ
記録を有効にする必要がないため、このバケットの結果は非表示にします。

サーバーアクセスのログ記録には、バケットに対するリクエストの詳細を提供します。サーバーアクセス
ログは、セキュリティとアクセス監査に役立ちます。詳細については、「Amazon S3 のセキュリティベス
トプラクティス: Amazon S3 サーバーアクセスログを有効にします」を参照してください。

修正

S3 バケットのアクセスログ記録を有効にするには

1. AWS Management Console にサインインし、Amazon S3 コンソール https:// 
console.aws.amazon.com/s3/ を開きます。

2. リストからバケットを選択します。
3. [Properties] (プロパティ) を選択します。
4. [Server access logging (サーバーアクセスのログ記録)] で、[Edit (編集)] を選択します。
5. [Server access logging] (サーバーアクセスのログ記録) で[Enable] (有効) を選択します。次に、[Save 

changes] (変更の保存) を選択します。

[S3.10] バージョニングが有効な S3 バケットでは、ライフサイクルポリシーを設
定する必要があります

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::S3::Bucket

AWS Config ルール : s3-version-lifecycle-policy-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のバージョンが有効化されたバケッ
トにライフサイクルポリシーが設定されているかどうかをチェックします。このルールは、Amazon S3 ラ
イフサイクルポリシーが有効ではない場合、失敗します。

オブジェクトの存続期間中に Amazon S3 で実行するアクションの定義に役立てるため、Amazon S3 バ
ケットにライフサイクルルールの設定を推奨します。

修正

Amazon S3 バケットでのライフサイクルの設定の詳細については、「バケットのライフサイクル設定の指
定」と「ストレージのライフサイクルの管理」を参照してください。

[S3.11] S3 バケットでは、イベント通知を有効にする必要があります

カテゴリ: 識別 > ログ記録
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重要度: 中

リソースタイプ : AWS::S3::Bucket

AWS Config ルール : s3-event-notifications-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、S3 イベント通知が Amazon S3 バケットで有効になっているかどうかをチェックし
ます。バケットで S3 イベント通知が有効になっていない場合、このコントロールは失敗します。

イベント通知を有効にすると、特定のイベントが発生したときに、Amazon S3 バケットでアラートを受信
します。例えば、オブジェクトの作成、オブジェクトの削除、オブジェクトの復元を通知を受けることが
できます。これらの通知により、不正なデータアクセスにつながる可能性のある偶発的または意図的な変
更を関連チームに警告することができます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

S3 バケットおよびオブジェクトの変更を、検出する方法の詳細については、「Amazon S3 ユーザーガイ
ド」の「Amazon S3 イベント通知」を参照してください。

[S3.12] バケットへのユーザーアクセスを管理用として、S3 アクセスコントロー
ルリスト (ACL) を使用しないでください

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > アクセスコントロール

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::S3::Bucket

AWS Config ルール : s3-bucket-acl-prohibited

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon S3 バケットが ACL を介してユーザー許可を提供しているかどうかを
チェックします。S3 バケットでのユーザーアクセスを管理するために ACL が設定されている場合、コン
トロールは失敗します。

ACL は、IAM よりも前のレガシーアクセスコントロールメカニズムです。ACL の代わりに、IAM ポリシー
または S3 バケットポリシーを使用して、ユーザーの S3 バケットへのアクセスをより簡単に管理すること
を推奨します。
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Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

S3 バケットへのアクセス管理の詳細については、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「バケットポリ
シーとユーザーポリシー」を参照してください。現在の ACL 許可を確認する方法の詳細については、
「Amazon S3 ユーザーガイド」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。

[S3.13] S3 バケットでは、ライフサイクルポリシーを設定する必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護

重要度: 低

リソースタイプ : AWS::S3::Bucket

AWS Config ルール : s3-lifecycle-policy-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon S3 バケットにライフサイクルポリシーが設定されているかどうかをチェッ
クします。Amazon S3 バケットにライフサイクルポリシーが設定されていない場合、このコントロールは
失敗します。

S3 バケットにライフサイクルルールを設定すると、オブジェクトの有効期間中に S3 が実行するアクショ
ンが定義されます。例えば、オブジェクトを別のストレージクラスに移行させる、アーカイブする、ある
いは指定した期間後に削除する、といったことが可能です。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

Amazon S3 バケットでライフサイクルポリシーを設定する方法の詳細については、「Amazon S3 ユー
ザーガイド」の「バケットのライフサイクル設定の指定」および「ストレージのライフサイクルの管理」
を参照してください。

512

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/using-iam-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/using-iam-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/acl-overview.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/how-to-set-lifecycle-configuration-intro.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/object-lifecycle-mgmt.html


AWS Security Hub ユーザーガイド
AWS Foundational Security Best Practices 標準

[SageMaker.1] SageMaker ノートブックインスタンスは、インターネットに直接
アクセスできないようにする必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 高

リソースタイプ : AWS::SageMaker::NotebookInstance

AWS Config ルール : sagemaker-notebook-no-direct-internet-access

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ : なし

このコントロールは、SageMaker ノートブックインスタンスでインターネットへの直接アクセ
スが無効になっているかどうかをチェックします。そのために、ノートブックインスタンスで
DirectInternetAccess フィールドが無効であるかどうかをチェックします。

VPC なしで SageMaker インスタンスを設定した場合、デフォルトではインスタンスでインターネットへ
の直接アクセスが有効になっています。VPC 有りでインスタンスを設定し、デフォルト設定を [Disable — 
Access the internet through a VPC] (無効化 - VPC 経由でインターネットにアクセスする) に変更する必要
があります。

ノートブックからモデルをトレーニングまたはホストするには、インターネットアクセスが必要です。イ
ンターネットアクセスを有効にするには、VPC に NAT ゲートウェイがあり、セキュリティグループでア
ウトバウンド接続を許可していることを確認してください。ノートブックインスタンスを VPC 内のリソー
スに接続する方法の詳細については、「Amazon SageMaker 開発者ガイド」の「ノートブックインスタン
スを VPC 内のリソースに接続する」を参照してください。

また、SageMaker 設定へのアクセスが認可されたユーザーのみに制限されていることも確認する必要があ
ります。ユーザーの IAM 許可を、SageMaker の設定変更とリソースの変更に制限します。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)

修正

ノートブックインスタンスの作成後は、インターネットアクセス設定を変更できないことに注意してくだ
さい。停止、削除、再作成する必要があります。

直接のインターネットアクセスを拒否するように SageMaker ノートブックインスタンスを設定す
るには

1. SageMaker コンソール (https://console.aws.amazon.com/sagemaker/) を開きます。
2. [Notebook instances] (ノートブックインスタンス) に移動します。
3. インターネットへの直接のアクセスが有効になっているインスタンスを削除します。インスタンスを

選択し、[Actions] (アクション)、[stop] (停止) の順に選択します。
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インスタンスの停止後、[Actions] (アクション)、[delete] (削除) の順に選択します。
4. [Create notebook instance] (ノートブックインスタンスの作成) を選択します。設定の詳細を入力しま

す。
5. [Network] (ネットワーク) セクションを展開し、VPC、[subnet] (サブネット)、および [security group]

(セキュリティグループ) を選択します。[Direct internet access] (直接のインターネットアクセス) 
で、[Disable — Access the internet through a VPC] (無効化 - VPC 経由でインターネットにアクセスす
る) を選択します。

6. [Create notebook instance] (ノートブックインスタンスの作成) を選択します。

詳細については、「Amazon SageMaker 開発者ガイド」の「ノートブックインスタンスを VPC 内のリ
ソースに接続する」を参照してください。

[SageMaker.2] SageMaker ノートブックインスタンスはカスタム VPC で起動す
る必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > VPC 内のリソース

重要度: 高

リソースタイプ : AWS::SageMaker::NotebookInstance

AWS Config ルール : sagemaker-notebook-instance-inside-vpc

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon SageMaker ノートブックインスタンスがカスタム仮想プライベートクラウ
ド (VPC) 内で起動されているかどうかをチェックします。SageMaker ノートブックインスタンスがカス
タム VPC 内で起動されない場合、または SageMaker サービス VPC で起動された場合、このコントロー
ルは失敗します。

サブネットは、ある範囲の IP アドレスが示す VPC 内の領域です。インフラストラクチャの安全なネッ
トワーク保護を確保するために、リソースは可能な限りカスタム VPC 内に保管することをお勧めしま
す。Amazon VPC は、ユーザーの AWS アカウント 専用の仮想ネットワークです。Amazon VPC を使用
すると、SageMaker Studio とノートブックインスタンスのネットワークアクセスとインターネット接続を
制御できます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

ノートブックインスタンスを作成した後は、VPC の設定を変更することはできません。代わりに、イ
ンスタンスを削除して再作成できます。ノートブックインスタンスの削除と作成の手順については、
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「Amazon SageMaker デベロッパーガイド」の「Amazon SageMaker ノートブックインスタンスの使用
を開始する」を参照してください。

[SageMaker.3] ユーザーは SageMaker ノートブックインスタンスのルートアクセ
ス権を付与されてはなりません

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > ルートユーザーのアクセス制限

重要度: 高

リソースタイプ : AWS::SageMaker::NotebookInstance

AWS Config ルール : sagemaker-notebook-instance-root-access-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon SageMaker ノートブックインスタンスでルートアクセスが有効になってい
ないかをチェックします。Amazon SageMaker ノートブックインスタンスでルートアクセスが有効になっ
ている場合、コントロールは失敗します。

最小特権のプリンシパルに従い、意図せずに権限を過剰にプロビジョニングしないために、ルートアクセ
スをインスタンスリソースに制限することが、推奨されるセキュリティ上のベストプラクティスです。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

SageMaker ノートブックインスタンスへのルートアクセスを制限するには、「Amazon SageMaker デベ
ロッパーガイド」の「SageMaker ノートブックインスタンスへのルートアクセスを制御する」を参照して
ください。

[SecretsManager.1] Secrets Manager のシークレットは、自動ローテーションを
有効にする必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアな開発

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::SecretsManager::Secret

AWS Config ルール : secretsmanager-rotation-enabled-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合
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パラメータ : なし

このコントロールは、AWS Secrets Manager に保存されているシークレットに自動ローテーションが設定
されているかどうかをチェックします。

Secrets Manager は、組織のセキュリティ体制を向上するのに役立ちます。シークレットとは、データ
ベース認証情報、パスワード、サードパーティーの API キーなどが含まれます。Secrets Manager を使用
することで、シークレットを一元的に保存、シークレットの自動暗号化、シークレットへのアクセスコン
トロール、シークレットを安全かつ自動的にローテーションすることができます。

Secrets Manager はシークレットをローテーションできます。ローテーションを使用して、長期のシーク
レットを短期のシークレッに置き換えることができます。シークレットをローテーションすることで、
権限のないユーザーが侵害されたシークレットを使用できる期間を制限することができます。このため、
シークレットは頻繁にローテーションする必要があります。ローテーションの詳細については、「AWS 
Secrets Manager ユーザーガイド」の「AWS Secrets Manager シークレットのローテーション」を参照し
てください。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• アジアパシフィック (大阪)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

修正

この問題を修正するには、シークレットの自動ローテーションを有効にします。

シークレットの自動ローテーションを有効にするには

1. Secrets Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/) を開きます。
2. ローテーションが必要なシークレットを探すには、検索フィールドにシークレット名を入力します。
3. ローテーションするシークレットを選択すると、シークレットの詳細ページが表示されます。
4. [Rotation configuration] (ローテーション設定) で、[Edit rotation] (ローテーションを編集) を選択しま

す。
5. [Edit rotation configuration] (ローテーション設定を編集する) で、[Enable automatic rotation] (自動ロー

テーションを有効にする) を選択します。
6. [Select Rotation Interval] (ローテーション間隔を選択) で、ローテーション間隔を選択します。
7. ローテーションの Lambda 関数を選択します。Lambda ローテーション関数のカスタマイズの詳細に

ついては、「AWS Secrets Managerユーザーガイド」の「Lambda ローテーション関数の理解とカス
タマイズ」を参照してください。

8. ローテーションのシークレットを設定するには、[Next] (次へ) を選択します。

Secrets Manager ローテーションの詳細については、「AWS Secrets Manager ユーザーガイド」の「AWS 
Secrets Manager シークレットのローテーション」を参照してください。

[SecretsManager.2] 自動ローテーションを設定した Secrets Manager のシーク
レットは正常にローテーションする必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアな開発

重要度: 中
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リソースタイプ : AWS::SecretsManager::Secret

AWS Config ルール : secretsmanager-scheduled-rotation-success-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、AWS Secrets Manager シークレットはローテーションスケジュールに基づいて正常
にローテーションされたかどうかをチェックします。RotationOccurringAsScheduled が false の
場合、コントロールは失敗します。コントロールは、ローテーションが設定されていないシークレットを
評価しません。

Secrets Manager は、組織のセキュリティ体制を向上するのに役立ちます。シークレットとは、データ
ベース認証情報、パスワード、サードパーティーの API キーなどが含まれます。Secrets Manager を使用
することで、シークレットを一元的に保存、シークレットの自動暗号化、シークレットへのアクセスコン
トロール、シークレットを安全かつ自動的にローテーションすることができます。

Secrets Manager はシークレットをローテーションできます。ローテーションを使用して、長期のシーク
レットを短期のシークレッに置き換えることができます。シークレットをローテーションすることで、
権限のないユーザーが侵害されたシークレットを使用できる期間を制限することができます。このため、
シークレットは頻繁にローテーションする必要があります。

シークレットが自動的にローテーションされるように設定することに加えて、これらのシークレットが
ローテーションスケジュールに基づいて正常にローテーションするように設定する必要があります。

ローテーションの詳細については、「AWS Secrets Manager ユーザーガイド」の「AWS Secrets Manager 
シークレットのローテーション」を参照してください。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

自動ローテーションが失敗した場合、Secrets Manager の設定でエラーが発生している可能性がありま
す。

Secrets Manager でシークレットをローテーションさせるには、シークレットを所有するデータベースま
たはサービスとの対話方法を定義する Lambda 関数を使用する必要があります。

シークレットのローテーションに関連する一般的なエラーの診断と修正方法については、「AWS Secrets 
Manager ユーザーガイド」の「シークレットの AWS Secrets Manager ローテーションのトラブルシュー
ティング」を参照してください。

[SecretsManager.3] 未使用の Secrets Manager のシークレットを削除します

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::SecretsManager::Secret

AWS Config ルール : secretsmanager-secret-unused

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ : なし
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このコントロールは、シークレットが、指定した日数内にアクセスされているかどうかをチェックしま
す。デフォルト値は 90 日です。指定された日数内にシークレットにアクセスされなかった場合、このコ
ントロールは失敗します。

未使用のシークレットを削除することは、シークレットをローテーションするのと同様に重要です。未使
用のシークレットは、これらのシークレットにアクセスする必要のない以前のユーザーによって悪用さ
れる可能性があります。また、より多くのユーザーがシークレットへのアクセスすると、誰かが誤って
処理して権限のないエンティティに漏洩する可能性があるため、不正使用のリスクが高まります。未使用
のシークレットを削除することで、必要としないユーザーからのシークレットへのアクセスを取り消すこ
とができます。また、Secrets Manager の使用コスト削減にも役立ちます。したがって、未使用のシーク
レットを定期的に削除することが不可欠です。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

Secrets Manager コンソールから、非アクティブなシークレットを削除できます。

非アクティブなシークレットを削除するには

1. Secrets Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/) を開きます。
2. シークレットを探すには、検索ボックスにシークレット名を入力します。
3. 削除するシークレットを選択します。
4. [Secret details] (シークレットの詳細) の [Actions] (アクション) から、[Delete secret] (シークレットを

削除する) を選択します。
5. [Schedule secret deletion] (シークレットの削除をスケジュールする) で、シークレットが削除される

までの待機日数を入力します。
6. [Schedule deletion] (削除をスケジュールする) を選択します。

[SecretsManager.4] Secrets Manager のシークレットは、指定された日数以内に
ローテーションする必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::SecretsManager::Secret

AWS Config ルール : secretsmanager-secret-periodic-rotation

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:
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• ローテーション期間: デフォルトで 90 日

このコントロールは、シークレットが 90 日以内に少なくとも 1 回ローテーションされているかどうかを
チェックします。

シークレットをローテーションすることで、AWS アカウント でユーザーのシークレットが不正に使用さ
れるリスクを減らすのに役立ちます。例えば、データベース認証情報、パスワード、サードパーティーの 
API キーおよび任意のテキストなどがあります。シークレットを長期間変更しない場合、シークレットが
侵害される可能性が高くなります。

より多くのユーザーがシークレットへのアクセスすると、誰かが操作を誤り、権限のないエンティティに
漏洩する可能性があります。シークレットは、ログとキャッシュデータを介して漏洩する可能性がありま
す。これらはデバッグ目的で共有でき、デバッグ完了後に変更または取り消されることはありません。こ
れらすべての理由から、シークレットは頻繁にローテーションする必要があります。

AWS Secrets Manager でシークレットを自動ローテーションするように設定できます。自動ローテーショ
ンにより、長期のシークレットを短期のシークレットに置き換えることが可能となり、侵害されるリスク
を大幅に減少させるのに役立ちます｡

Security Hub では、Secrets Manager のシークレットのローテーションを有効にすることを推奨します。
ローテーションの詳細については、「AWS Secrets Manager ユーザーガイド」の「AWS Secrets Manager 
シークレットのローテーション」を参照してください。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

Secrets Manager コンソールで自動シークレットローテーションを有効にできます。

シークレットローテーションを有効にするには

1. Secrets Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/) を開きます。
2. シークレットを探すには、検索ボックスにシークレット名を入力します。
3. 表示するシークレットを選択します。
4. [Rotation configuration] (ローテーション設定) で、[Edit rotation] (ローテーションを編集) を選択しま

す。
5. [Edit rotation configuration] (ローテーション設定を編集する) で、[Enable automatic rotation] (自動ロー

テーションを有効にする) を選択します。
6. [Select Rotation Interval] (ローテーション間隔を選択) で、ローテーション間隔を選択します。
7. ローテーションに使用する Lambda 関数を選択します。
8. [Next] (次へ) を選択します。
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9. 自動ローテーションのシークレットを設定した後、[Rotation Configuration] (ローテーション設定) 
で、[Rotate secret immediately] (すぐにシークレットをローテーションさせる) を選択します。

[SNS.1] SNS トピックは、AWS KMS を使用して保管中に暗号化する必要があり
ます。

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::SNS::Topic

AWS Config ルール : sns-encrypted-kms

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、AWS KMS を使用して SNS トピックが保管中に暗号化されているかどうかをチェッ
クします。

保管中のデータを暗号化すると、ディスクに保存されているデータが、AWS に認証されていないユーザー
によってアクセスされるリスクが軽減されます。また、権限のないユーザーがデータにアクセスできる能
力を制限するための一連のアクセスコントロールも追加します。例えば、データを読み取る前にデータを
復号化するには、API の許可が必要です。SNS トピックは、セキュリティを強化するために、保管時に暗
号化する必要があります。詳細については、「Amazon Simple Notification Service 開発者ガイド」の「保
管中の暗号化」を参照してください。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

この問題を修正するには、SNS トピックを更新して暗号化を有効にします。

暗号化されていない SNS トピックを暗号化するには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Topics] (トピック) を選択します。
3. 暗号化するトピックの名前を選択します。
4. [Edit] (編集) を選択します。
5. [Encryption] (暗号化) で、[Enable Encryption] (暗号化を有効にする) を選択します。
6. トピックの暗号化に使用する KMS キーを選択します。AWS のサービス がトピックのイベントソース

である場合は、カスタマーマネージドキーを選択してください。
7. [Save changes] (変更の保存) を選択します。

[SNS.2] トピックに送信される通知メッセージでは、配信ステータスのログ記録
を有効にする必要があります

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::SNS::Topic
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AWS Config ルール : sns-topic-message-delivery-notification-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、エンドポイントの Amazon SNS トピックに送信される通知メッセージの配信ステー
タスで、ログ記録が有効になっているかどうかをチェックします。メッセージの配信ステータス通知が有
効になっていない場合、このコントロールは失敗します。

ログ記録は、サービスの信頼性、可用性、パフォーマンスを維持するための重要な要素です。メッセージ
の配信ステータスをログ記録することで、以下のようなオペレーション上のインサイトを得ることができ
ます。

• メッセージが Amazon SNS エンドポイントに配信されたかどうかを知ることができます。

• Amazon SNS エンドポイントから Amazon SNS に送信された応答を識別します。

• メッセージの滞留時間 (メッセージの発行から Amazon SNS エンドポイントに渡されるまでの時間) を
決定する。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

トピックの配信ステータスロギングを設定する方法については、「Amazon Simple Notification Service デ
ベロッパーガイド」の「Amazon SNS メッセージ配信ステータス」を参照してください。

[SQS.1] Amazon SQS キューは保管中に暗号化する必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::SQS::Queue

AWS Config ルール: sqs-queue-encrypted (Security Hub が開発したカスタムルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon SQS キューが保管中に暗号化されているかどうかをチェックしま
す。Amazon SQS マネージドキー (SSE-SQS) または AWS Key Management Service (AWS KMS) キー 
(SSE-KMS) を使用している場合は、コントロールは成功します。
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サーバー側の暗号化 (SSE) により、機密データを暗号化されたキューで送信できます。キュー内のメッ
セージの内容を保護するために、SSE は KMS キーを使用します。詳細については、「Amazon Simple 
Queue Service 開発者ガイド」の「保管中の暗号化」を参照してください。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

AWS Management Console を使用して SSE を管理する詳細については、「Amazon Simple Queue 
Service 開発者ガイド」の「キュー (コンソール) のサーバー暗号化 (SSE) を設定」を参照してください。

[SSM.1] EC2 インスタンスは AWS Systems Manager により管理される必要があ
ります

カテゴリ: 識別 > インベントリ

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::EC2::Instance

AWS Config ルール : ec2-instance-managed-by-systems-manager

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、アカウントで停止中および実行中の EC2 インスタンスが AWS Systems Manager 
によって管理されているかどうかをチェックします。Systems Manager は、AWS インフラストラクチャ
を表示およびコントロールするために使用できる AWS のサービス サービスです。

セキュリティとコンプライアンスを維持するために、Systems Manager は停止中および実行中のマネー
ジドインスタンスをスキャンします。マネージドインスタンスとは、Systems Manager で使用するために
設定されたマシンです。Systems Manager が検出したポリシー違反について報告または是正処置を講じま
す。Systems Manager は、マネージドインスタンスの設定と維持管理にも役立ちます。

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」を参照してください。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

Systems Manager コンソールを使用して、この問題を修正できます。

EC2 インスタンスを Systems Manager で確実に管理するには

1. AWS Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/) を開きま
す。

2. ナビゲーションメニューで、[Quick setup] (クイックセットアップ) を選択します。
3. [Create] (作成) を選択します。
4. [Configuration type] (設定タイプ) で、[Host Management] (ホスト管理) を選択し、[Next] (次へ) を選

択します。
5. 設定画面で、デフォルトのオプションをそのまま使用できます。

オプションで、以下の変更を行うことができます。

522

https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-server-side-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-configure-sse-existing-queue.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/what-is-systems-manager.html
https://console.aws.amazon.com/systems-manager/


AWS Security Hub ユーザーガイド
AWS Foundational Security Best Practices 標準

a. CloudWatch を使用して EC2 インスタンスをモニタリングする場合は、[Install and configure the 
CloudWatch agent] (CloudWatch エージェントをインストールして設定する) および [Update the 
CloudWatch agent once every 30 days] (CloudWatch エージェントを 30 日に 1 回更新する) を選
択します。

b. [Targets] (ターゲット) で、管理範囲を選択して、この設定が適用するアカウントとリージョンを
決定します。

c. [Instance profile options] (インスタンスプロファイルオプション) で、[Add required IAM policies 
to existing instance profiles attached to your instances] (インスタンスに添付済み既存のインスタ
ンスプロファイルに必要な IAM ポリシーを追加する) を選択します。

6. [Create] (作成) を選択します。

インスタンスが Systems Manager の関連付けをサポートしていることを確認するには、「AWS Systems 
Manager ユーザーガイド」の「Systems Manager の前提条件」を参照してください。

[SSM.2] Systems Manager によって管理されるすべての EC2 インスタンスは、
パッチ適用要件に準拠している必要があります。

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重要度: 高

リソースタイプ : AWS::SSM::PatchCompliance

AWS Config ルール : ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、インスタンスへのパッチインストール後、Systems Manager パッチコンプライアン
スのコンプライアンスステータスが、COMPLIANT と NON_COMPLIANT のどちらであるかをチェックしま
す。このコントロールは、Systems Manager Patch Manager によって管理されているインスタンスのみを
チェックします。

組織の要求に応じて EC2 インスタンスに完全にパッチを適用すると、AWS アカウント の攻撃対象が低減
されます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (バーレーン)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

修正

この問題を修正するには、準拠していないインスタンスに必要なパッチをインストールします。

非準拠のパッチを修正するには

1. AWS Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/) を開きま
す。
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2. [Node Management] (ノード管理) で、[Run Command] (コマンドを実行する) を選択し、[Run 
command] (コマンドを実行する) を選択します。

3. AWS-RunPatchBaseline の横にあるボタンを選択します。
4. [Operation] (オペレーション) を [Install] (インストール) に変更します。
5. [Choose instances manually] (インスタンスを手動で選択する) を選択し、非準拠のインスタンスを選

択します。
6. ページの最下部で [Run] (実行) を選択します。
7. コマンドの完了後に、パッチを適用したインスタンスの新しいコンプライアンスステータスをモニタ

リングするには、ナビゲーションペインで [Compliance] (コンプライアンス) を選択します。

Systems Manager のドキュメントを使用してマネージドインスタンスにパッチを適用する詳細について
は、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「インスタンスにパッチを適用する SSM ドキュメント
について」および「Systems Manager Run Command を使用してコマンドを実行」を参照してください。

[SSM.3] Systems Manager によって管理されるインスタンスの関連付けコンプラ
イアンスステータスは、COMPLIANT である必要があります

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重要度: 低

リソースタイプ : AWS::SSM::AssociationCompliance

AWS Config ルール : ec2-managedinstance-association-compliance-status-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、インスタンスで関連付けが実行された後、AWS Systems Manager 関連付けのコン
プライアンスのステータスが COMPLIANT または NON_COMPLIANT であるかどうかをチェックします。関
連付けのコンプライアンスステータスが COMPLIANT の場合、コントロールは成功します。

State Manager の関連付けは、マネージドインスタンスに割り当てられる設定です。この設定では、イン
スタンスで維持する状態を定義します。例えば、関連付けでは、アンチウイルスソフトウェアをインスタ
ンス上にインストールして実行する必要があること、または特定のポートを閉じる必要があることを指定
できます。

State Manager の関連付けを 1 つまたは複数作成することで、コンプライアンスステータス情報をすぐに
表示できるようになります。コンプライアンスステータスは、コンソールで、または AWS CLI マンドや
対応する Systems Manager API アクションへの応答で表示することができます。関連付けでは、設定コ
ンプライアンスはコンプライアンスステータスを表示します (Compliant または Non-compliant)。ま
た、関連付けに割り当てられた Critical または Medium などの重要度レベルを表示します。

State Manager 関連付けのコンプライアンスの詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイ
ド」の「State Manager 関連付けのコンプライアンスについて」を参照してください。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
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修正

失敗した関連付けは、ターゲットや SSM ドキュメント名など、さまざまなものに関連している可能性が
あります。この問題を修正するには、まず関連付けを特定して調査する必要があります。その後、関連付
けを更新して、特定の問題を修正できます。

関連付けを編集して、新しい名前やスケジュール、重要度レベル、ターゲットを指定できます。関連付け
を編集した後、AWS Systems Manager で新しいバージョンが作成されます。

失敗した関連付けを調査して更新するには

1. AWS Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/) を開きま
す。

2. ナビゲーションペインで、[Node Management] (ノード管理) の [Fleet Manager] (フリートマネー
ジャー) を選択します。

3. [Association status] (関連付けのステータス) が [Failed] (失敗) のインスタンス ID を選択します。
4. [View details] (詳細を表示する) を選択します。
5. [Association] (関連付け) を選択します。
6. [Association status] (関連付けのステータス) が [Failed] (失敗) の関連付けの名前を書き留めておきま

す。これはユーザーが調査する必要のある関連付けです。関連付けの名前は、次のステップで使用す
る必要があります。

7. ナビゲーションペインで、[Node Management] (ノード管理) の [State Manager] (ステートマネー
ジャー) を選択します。関連付け名を検索し、関連付けを選択します。

8. 問題を特定した後、失敗した関連付けを編集して問題を修正します。関連付けの編集方法の詳細につ
いては、「関連付けを編集する」を参照してください。

State Manager の関連付けの作成と編集の詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」
の「Systems Manager の関連付けの使用」を参照してください。

[SSM.4] SSM ドキュメントはパブリックにしないでください

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > パブリックアクセス不可のリソース

重要度: 非常事態

リソースタイプ : AWS::SSM::Document

AWS Config ルール : ssm-document-not-public

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ : なし

このコントロールは、アカウントによって所有されている AWS Systems Manager ドキュメントがパブ
リックかどうかをチェックします。所有者 Self の SSM ドキュメントがパブリックの場合、このコント
ロールは失敗します。

パブリックの SSM ドキュメントは、ドキュメントへの意図しないアクセスを許可する場合があります。
パブリック SSM ドキュメントは、アカウント、リソース、および内部プロセスに関する貴重な情報を公
開する可能性があります。

ユースケースでパブリック共有を有効にする必要がある場合を除き、Security Hub では、Self が所有す
る Systems Manager ドキュメントのパブリック共有のブロック設定をオンにすることを推奨します。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。
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• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

SSM ドキュメントへのパブリックアクセスの無効化の詳細については、「AWS Systems Manager ユー
ザーガイド」の「共有 SSM ドキュメントの許可を変更する」および「共有 SSM ドキュメントのベストプ
ラクティス」を参照してください。

[WAF.1] AWS WAF クラシックグローバルウェブ ACL ログ記録を有効にする必要
があります

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::WAF::WebACL

AWS Config ルール : waf-classic-logging-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ : なし

このコントロールは、AWS WAF グローバルウェブ ACL でログ記録が有効になっているかどうかをチェッ
クします。ウェブ ACL のログ記録が有効でない場合、このコントロールは失敗します。

ログ記録は、AWS WAF の信頼性、可用性、パフォーマンスをグローバルに維持するための重要な要素で
す。これは、多くの組織でビジネスおよびコンプライアンス要件であり、アプリケーションの動作をトラ
ブルシューティングできます。また、AWS WAF に添付済みのウェブ ACL によって分析されるトラフィッ
クに関する詳細情報も提供します。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• 米国東部 (オハイオ)
• 米国西部 (北カリフォルニア)
• 米国西部 (オレゴン)
• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (香港)
• アジアパシフィック (ムンバイ)
• アジアパシフィック (大阪)
• アジアパシフィック (ソウル)
• アジアパシフィック (シンガポール)
• アジアパシフィック (シドニー)
• アジアパシフィック (東京)
• カナダ (中部)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
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• ヨーロッパ (フランクフルト)
• ヨーロッパ (アイルランド)
• 欧州 (ロンドン)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• ヨーロッパ (パリ)
• ヨーロッパ (ストックホルム)
• 中東 (バーレーン)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• 南米 (サンパウロ)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

Kinesis Data Firehose コンソールからウェブ ACL のログ記録を有効にすることができます。

ウェブ ACL でログ記録を有効にするには

1. Kinesis Data Firehose コンソール (https://console.aws.amazon.com/firehose/) を開きます。
2. Kinesis Data Firehose 配信ストリームを作成します。

名前の先頭には、プレフィックス aws-waf-logs- を付ける必要があります。例えば、aws-waf-
logs-us-east-2-analytics です。

PUT ソースを使用して、ユーザーが操作するリージョンで、Kinesis Data Firehose 配信ストリーム
を作成します。Amazon CloudFront のログをキャプチャする場合は、米国東部 (バージニア北部) に
配信ストリームを作成します。詳細については、「Amazon Kinesis Data Firehose 開発者ガイド」の
「Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームの作成」を参照してください。

3. [Services] (サービス) で、WAF & Shield を選択します。[Switch to AWS WAF Classic] (WAF クラシッ
クに切り替える) を選択します。

4. [Filter] (フィルター) で、[Global (CloudFront)] (グローバル (CloudFront)) を選択します。
5. ログ記録を有効にするウェブ ACL を選択します。
6. [Logging] (ログ記録) で、[Enable logging] (ログの有効化) を選択します。
7. 作成した Kinesis Data Firehose 配信ストリームを選択します。aws-waf-logs- で始まる名前の配信

ストリームを選択する必要があります。
8. [Enable logging] (ログの有効化) を選択します。

[WAF.2] WAF リージョンルールには、1 つ以上の条件が必要です

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::WAFRegional::Rule

AWS Config ルール : waf-regional-rule-not-empty

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし
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このコントロールは、AWS WAF リージョンルールに 1 つ以上の条件があるかどうかをチェックします。
ルールに条件が 1 つもない場合、このコントロールは失敗します。

WAF リージョンルールには、複数の条件を含めることが可能です。このルールの条件によってトラフィッ
クの検査が許可され、定義されたアクション (許可、ブロック、カウント) が実行されます。条件が 1 つも
ないと、トラフィックは検査なしで通過します。条件がないにもかかわらず、許可、ブロック、カウント
を示す名前またはタグが付いている WAF リージョンルールは、上記いずれかのアクションが行われてい
るという誤解を生む可能性があります。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

空のルールに条件を追加する方法については、には、「AWS WAF デベロッパーガイド」の「ルールの条
件の追加と削除」を参照してください。

[WAF.3] WAF リージョンルールグループには、1 つ以上の条件が必要です

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::WAFRegional::RuleGroup

AWS Config ルール : waf-regional-rulegroup-not-empty

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、AWS WAF リージョンルールグループに 1 つ以上のルールがあるかどうかをチェッ
クします。ルールグループにルールが 1 つもない場合、このコントロールは失敗します。

WAF リージョンルールグループには、複数のルールを含めることができます。このルールの条件によっ
てトラフィックの検査が許可され、定義されたアクション (許可、ブロック、カウント) が実行されます。
ルールが 1 つもないと、トラフィックは検査なしで通過します。ルールはないにもかかわらず、許可、ブ
ロック、カウントを示す名前またはタグが付いている WAF リージョンルールグループは、上記いずれか
のアクションが行われているという誤解を生む可能性があります。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
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• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

空のルールグループにルールとルール条件を追加する方法については、「AWS WAF デベロッパーガイ
ド」の「AWS WAF Classic ルールグループからルールの追加と削除」および「ルールの条件の追加と削
除」を参照してください。

[WAF.4] WAF Classic リージョンウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルー
ルグループが必要です

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::WAFRegional::WebACL

AWS Config ルール : waf-regional-webacl-not-empty

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、AWS WAF Classic Regional ウェブ ACL に WAF ルールまたは　WAF ルールグルー
プが含まれているかどうかをチェックします。ウェブ ACL に WAF ルールまたはルールグループが含まれ
ていない場合、このコントロールは失敗します。

WAF リージョンウェブ ACL には、ウェブリクエストを検査および制御する、ルールおよびルールグルー
プのコレクションを含めることができます。ウェブ ACL が空の場合、ウェブトラフィックは、デフォルト
のアクションに応じて WAF による検出または処理なしに通過できます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

ルールまたはルールグループを空のクラシックリージョンウェブ ACL に追加するには、「AWS WAF デベ
ロッパーガイド」の「ウェブ ACL の編集」を参照してください。

[WAF.6] WAF グローバルルールには、1 つ以上の条件が必要です

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定
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重要度: 中

リソースタイプ : AWS::WAF::Rule

AWS Config ルール : waf-global-rule-not-empty

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、AWS WAF グローバルルールに条件が含まれているかどうかをチェックします。
ルールに条件が 1 つもない場合、このコントロールは失敗します。

WAF グローバルルールには、複数の条件を含めることが可能です。ルールの条件によってトラフィックの
検査が許可され、定義されたアクション (許可、ブロック、カウント) が実行されます。条件が 1 つもない
と、トラフィックは検査なしで通過します。条件はないにもかかわらず、許可、ブロック、カウントを示
す名前またはタグが付いている WAF グローバルルールは、上記いずれかのアクションが行われていると
いう誤解を生む可能性があります。

Note

このコントロールは、米国東部 (バージニア北部) でのみサポートされます。

修正

ルールの作成方法および条件の追加方法については、「AWS WAF デベロッパーガイド」の「ルールの作
成と条件の追加」を参照してください。

[WAF.7] WAF グローバルルールグループには、1 つ以上の条件が必要です

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::WAF::RuleGroup

AWS Config ルール : waf-global-rulegroup-not-empty

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、AWS WAF グローバルルールグループに 1 つ以上のルールがあるかどうかをチェッ
クします。ルールグループにルールが 1 つもない場合、このコントロールは失敗します。

WAF グローバルルールグループには、複数のルールを含めることができます。このルールの条件によっ
てトラフィックの検査が許可され、定義されたアクション (許可、ブロック、カウント) が実行されます。
ルールが 1 つもないと、トラフィックは検査なしで通過します。ルールはないにもかかわらず、許可、ブ
ロック、カウントを示す名前またはタグが付いている WAF グローバルルールグループは、上記いずれか
のアクションが行われているという誤解を生む可能性があります。

Note

このコントロールは、米国東部 (バージニア北部) でのみサポートされます。

修正

ルールグループにルールを追加する方法については、「AWS WAF デベロッパーガイド」の「AWS WAF 
Classic ルールグループの作成」を参照してください。
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[WAF.8] WAF グローバルウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグ
ループが必要です

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::WAF::WebACL

AWS Config ルール : waf-global-webacl-not-empty

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、AWS WAF グローバルウェブ ACL に、1 つ以上の WAF ルールまたは WAF ルール
グループが含まれているかどうかをチェックします。ウェブ ACL に WAF ルールまたはルールグループが
含まれていない場合、このコントロールは失敗します。

WAF グローバルウェブ ACL には、ウェブリクエストを検査および制御するルールおよびルールグループ
のコレクションを含めることができます。ウェブ ACL が空の場合、ウェブトラフィックは、デフォルトの
アクションに応じて WAF による検出または処理なしに通過できます。

Note

このコントロールは、米国東部 (バージニア北部) でのみサポートされます。

修正

空のウェブ ACL にルールまたはルールグループを追加するには

1. https://console.aws.amazon.com/wafv2/ で AWS WAF コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替え) を選択し、次に [Web 

ACLs] (ウェブ ACL) を選択します。
3. [Filter] (フィルター) で [Global (CloudFront)] (グローバル (CloudFront)) を選択します。
4. 空のウェブ ACL の名前を選択します。
5. [Rules] (ルール) を選択し、[Edit web ACL] (ウェブ ACl を編集) を選択します。
6. [Rules] (ルール) で、ルールまたはルールグループを選択し、[Add rule to web ACL] (ルールをウェブ 

ACL に追加) を選択します。
7. ウェブ ACL に複数のルールまたはルールグループを追加する場合は、この時点でウェブ ACL 内の

ルールの順序を変更できます。
8. [Update] (更新) を選択します。

[WAF.10] WAFV2 ウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグループが必
要です

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::WAFv2::WebACL

AWS Config ルール : wafv2-webacl-not-empty

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合
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パラメータ : なし

このコントロールは、WAFV2 ウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) に、1 つ以上の WAF 
ルールまたは WAF ルールグループが含まれているかどうかをチェックします。ウェブ ACL に WAF ルー
ルまたはルールグループが含まれていない場合、このコントロールは失敗します。

ウェブ ACL を使用すると、保護されたリソースが応答するすべての HTTP(S) ウェブリクエストをきめ細
かく制御できます。ウェブ ACL には、ウェブリクエストを検査および制御するルールおよびルールグルー
プのコレクションを含める必要があります。ウェブ ACL が空の場合、ウェブトラフィックは、デフォルト
のアクションに応じて WAF による検出または処理なしに通過できます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

ルールまたはルールグループを空の WAFV2 ウェブ ACL に追加するには、「AWS WAF デベロッパーガイ
ド」の「ウェブ ACL の編集」を参照してください。

コントロールのカテゴリ
AWS Security Hub の各コントロールには、カテゴリが割り当てられます。コントロールのカテゴリは、コ
ントロールが適用されるセキュリティ機能を反映します。

カテゴリ値には、カテゴリ、カテゴリ内のサブカテゴリ、およびオプションでサブカテゴリ内の分類子が
含まれます。例:

• 検出 > 検出サービス > アプリケーションモニタリング
• 識別 > インベントリ
• 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

ここでは、現在使用可能な Security Hub コントロールに適用されるカテゴリ、サブカテゴリ、分類子につ
いて説明します。

検出

サイバーセキュリティイベントの発生を特定するための適切なアクティビティを開発および実施します。

検出サービス

正しい検出サービスが適切な範囲で提供されていますか?

AWS 検出サービスには、Amazon CloudWatch Alarms、Amazon Detective、Amazon 
GuardDuty、Amazon Inspector、AWS IoT Device Defender、AWS Security Hub、AWS Trusted 
Advisor などがあります。
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• アプリケーションのモニタリング — 可用性を維持するために、アプリケーションのヘルスがモニタ
リングされていますか?

識別

システム、アセット、データ、機能に対するサイバーセキュリティのリスクを管理するための組織の理解
を深めます。

インベントリ

どのようなリソースが使用されているか、またそれらはこのサービスで承認されたリソースか?
• タグ付け — リソースの所有者を含め、このサービスに対して正しいリソースタグ付け戦略が実装さ

れていますか?
ログ記録

サービスに関連するすべてのログ記録を安全に有効化していますか? ログファイルの例は次のとおり
です。
• Amazon VPC フローログ
• Elastic Load Balancing のアクセスログ
• Amazon CloudFront ログ
• Amazon CloudWatch のログ
• Amazon Relational Database Service のログ
• Amazon OpenSearch Service スローインデックスログ
• X-Ray トレース
• AWS Directory Service ログ
• AWS Config アイテム

リソース設定

アタックサーフェスを減らすためにリソースがどのように構成されているかを、理解していますか?
脆弱性、パッチ、バージョン管理

パッチ適用が必要なリソースや、許容範囲外の脆弱性を持つリソースはありますか? ソフトウェアの
最新バージョンを使用していますか?

保護

重要なインフラストラクチャサービスを確実に提供し、安全なコーディング手法を確保するための適切な
保護策を開発および実施します。

安全なアクセス管理

サービスに対して強力な認証および認可ポリシーが適用されていますか?
• アクセスコントロール — サービスの IAM ポリシーまたはリソースポリシーは、最小特権のプラク

ティスに一致していますか?
• パスワードレス認証 — ユーザーの認証に、ID、パスワード、アクセスキーではなく、フェデレー

ティッドアイデンティティまたは IAM ロール が使用されていますか? ネットワーク経由でパスワー
ドを送信する必要をなくすために、Kerberos が使用されていますか?

• ルートユーザーのアクセス制限 — ルートユーザーの使用を避けていますか?
• 機密性の高い API アクションの制限 — サービスに対する機密性の高い API アクション、特に、特

権のエスカレーションやリソース共有につながるアクションが、適切に制限されていますか? これ
は、IAM またはリソースベースのポリシーに応用可能です。
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セキュアなネットワーク設定

サービスでは、パブリックアクセスおよび安全ではないリモートネットワークアクセスが回避されて
いますか?
• API プライベートアクセス — AWS API へのプライベートアクセスに対して、VPC エンドポイント

が有効になっていますか?
• パブリックにアクセスできないリソース — リソースは適切にセグメント化され、分離されています

か?
• VPC 内のリソース — ジョブを VPC で実行するよう要求するなど、VPC が適切に使用されていま

すか?
• セキュリティグループの構成 — セキュリティグループは安全に設定されていますか?

データ保護

サービスが使用、送信、または保存するデータを保護する仕組みは用意されていますか?
• 保管中のデータの暗号化 - サービスで保管中のデータを暗号化していますか?
• 転送中のデータの暗号化 - サービスで転送中のデータを暗号化していますか?
• データの整合性 - サービスでデータの整合性を検証していますか?
• データの削除防止機能 - サービスでデータの誤削除を防止していますか?

API の保護

サービスはサービス API オペレーションを保護するために AWS PrivateLink を使用していますか?
保護サービス

適切な保護サービスが提供されていますか? 保護サービスは正しい範囲をカバーしていますか?

保護サービスは、サービスに対する攻撃や侵害を回避するのに役立ちます。AWS の防御サービス
には、AWS Control Tower、AWS WAF、AWS Shield Advanced、AWS Network Firewall、AWS 
Secrets Manager、AWS Identity and Access Management、Access Analyzer、AWS Resource 
Access Manager などがあります。

安全な開発

安全なコーディングプラクティスを使用していますか?
• 認証情報がハードコードされていない — 認証情報がお使いのコードにハードコードされています

か?

復旧

耐障害性に関する計画を保持し、サイバーセキュリティイベントで損なわれた機能やサービスを復元する
ための適切なアクティビティを開発および実施します。

耐障害性

ワークロードは、セキュリティイベントからすばやく回復できますか?
• バックアップの有効化 — バックアップを作成し、テストしていますか?
• 高い可用性 - サービスの構成は、正常なフェイルオーバー、伸縮性のあるスケーリング、高い可用

性を可能にするものですか?

無効にする可能性のある AWS Foundational Best Practices コン
トロール
AWS Config のコストを節約するために、1 つのリージョンを除くすべてのグローバルリソースの記録を無
効にすることができます。これを行った後、Security Hub は引き続きコントロールが有効になっているす
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べてのリージョンでセキュリティチェックを実行し、リージョンごとにアカウントごとのチェック数に基
づいて料金を請求します。したがって、Security Hub のコストを節約するには、グローバルリソースを記
録するリージョン以外のすべてのリージョンで、グローバルリソースを処理する以下のコントロールを無
効にします。

• [IAM.1] IAM ポリシーでは、完全な「*」管理権限を許可しないでください (p. 448)
• [IAM.2] IAM ユーザーには IAM ポリシーをアタッチしないでください (p. 449)
• [IAM.3] IAM ユーザーのアクセスキーは 90 日以内にローテーションする必要があります (p. 450)
• [IAM.4] IAM ルートユーザーアクセスキーが存在してはいけません (p. 452)
• [IAM.5] コンソールパスワードを使用するすべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があり

ます (p. 452)
• [IAM.6] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があります (p. 453)
• [IAM.7] IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です (p. 454)
• [IAM.8] 未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります (p. 455)
• [IAM.21] 作成する IAM カスタマーマネージドポリシーにはサービスのワイルドカードアクションを許可

してはいけません (p. 456)
• [KMS.1] IAM カスタマーマネージドポリシーでは、すべての KMS キーの復号化と再暗号化アクションを

許可してはいけません (p. 458)
• [KMS.2] IAM プリンシパルは、すべての KMS キーで復号化および再暗号化アクションを許可する IAM 

インラインポリシーを使用するべきではありません (p. 459)

これらのコントロールを無効にし、特定のリージョンにおけるグローバルリソースの記録を無効にする場
合は、それらのリージョンで「[Config.1] AWS Config を有効にする必要があります (p. 394)」も無効に
する必要があります。これは、[Config.1] AWS Config を有効にする必要があります (p. 394)で、チェッ
クに成功するためにはグローバルリソースを記録する必要があるためです。

CIS AWS Foundations Benchmark
AWS Security Hub は、Center for Internet Security (CIS) AWS Foundations Benchmark の バージョン 
1.2.0 と 1.4.0 をサポートしています。

Note

セキュリティのベストプラクティスを常に最新の状態に維持するために、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.4.0 へのアップグレードが推奨されますが、v1.4.0 と v1.2.0 の両方を同時に有効
にすることもできます。詳細については、「セキュリティ標準の無効化または有効化 (p. 348)」
を参照してください。v1.4.0 にアップグレードする場合は、v1.2.0 を無効にするより前に、まず
v1.4.0 を有効にするのが最善です。Security Hub と AWS Organizations との統合を使用して複数
のアカウントを一元管理していて、すべてのアカウントで v1.4.0 を一括で有効にする (必要であ
れば v1.2.0 を無効にする) 場合は、Security Hub マルチアカウントスクリプトを使用できます。

Security Hub は CIS Security Software Certification の要件を満たしており、以下の CIS Benchmarks で 
CIS Security Software Certification を受けています:

• CIS Benchmark for CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark、v1.2.0、レベル 1
• CIS Benchmark for CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark、v1.2.0、レベル 2

レベル 1 は、ほとんどの組織がアタックサーフェスを減らすためにそれなりに迅速に導入できる基本的な
要件セットだと CIS は考えています。レベル 2 は、セキュリティが最優先される環境向けに設計されてい
ます。

トピック
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• CIS コントロールに必要な AWS Config リソース (p. 536)
• CIS AWS Foundations Benchmark v.1.2.0 (p. 536)
• CIS AWS Foundations Benchmark v.1.4.0 (p. 592)
• CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0 と v1.4.0 の比較 (p. 643)
• 無効にしたい場合のある CIS AWS Foundations Benchmark コントロール (p. 650)
• Security Hub でサポートされていない CIS AWS Foundations Benchmark セキュリティチェッ

ク (p. 651)

CIS コントロールに必要な AWS Config リソース
お客様の環境のリソースで有効化されたコントロールのセキュリティチェックを実行するため
に、Security Hub では「アマゾン ウェブ サービスのセキュリティ保護」のチェック項目に規定されている
とおりの監査ステップに沿って実行するか、特定の AWS Config マネージドルールを使用します。

Security Hub は、AWS Config にリソースを記録している場合のみ、CIS コントロールの検出結果を正確
に報告します。必要なすべてのリソースの変更を AWS Config に記録していない場合、Security Hub はコ
ントロール 2.5 - AWS Config が有効になっていることを確認する (p. 553) (CIS v1.2.0) と 3.5 – すべての
リージョンで AWS Config が有効になっているようにする (p. 613) (CIS v1.4.0) の検出結果を生成しま
す。リソースを記録するには、「AWS Config デベロッパーガイド」の「リソースの選択」の手順に従い
ます。現在のリージョンでサポートされているすべてのリソースを記録することにした場合は、検出結果
を作成するために、すべての CIS コントロールにグローバルリソースを含めるようにしてください。また
は、以下の特定のリソースを記録することもできます。

• AWS アカウント
• AWS::CloudTrail::Trail

• AWS::EC2::NetworkAcl

• AWS::EC2::SecurityGroup

• AWS::EC2::Volume

• AWS::EC2::VPC

• AWS::IAM::Policy

• AWS::IAM::User

• AWS::KMS::Key

• AWS::RDS::DBInstance

• AWS::S3::Bucket

Security Hub が AWS Config ルールに基づきセキュリティチェックの実行と検出結果の生成を行う場合、
結果の詳細には [Rules] (ルール) リンクが含まれ、ここから関連する AWS Config ルールを開くことができ
ます。AWS Config ルールに移動するには、AWS Config に移動するための IAM アクセス許可がアカウン
トに必要です。

CIS AWS Foundations Benchmark v.1.2.0
CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0 では、Security Hub は次のコントロールをサポートしています。
各コントロールの重要度、基盤となる AWS Config ルール、スケジュールの種類、修正手順をメモしま
す。

Note

セキュリティのベストプラクティスを常に最新の状態に維持するために、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.4.0 へのアップグレードが推奨されますが、v1.4.0 と v1.2.0 の両方を同時に有効
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にすることもできます。詳細については、「セキュリティ標準の無効化または有効化 (p. 348)」
を参照してください。v1.4.0 にアップグレードする場合は、v1.2.0 を無効にするより前に、まず
v1.4.0 を有効にするのが最善です。Security Hub と AWS Organizations との統合を使用して複数
のアカウントを一元管理していて、すべてのアカウントで v1.4.0 を一括で有効にする (必要であ
れば v1.2.0 を無効にする) 場合は、Security Hub マルチアカウントスクリプトを使用できます。

1.1 - ルートユーザーの使用を避ける

重要度: 低

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

ルートユーザーは、AWS アカウント のすべてのリソースとサービスに完全かつ無制限にアクセスできま
す。日常的なタスクにはルートユーザーを使用しないことが強く推奨されます。ルートユーザーの使用を
最小限にし、アクセス管理の最小特権の原則を採用することにより、高い権限を持つ認証情報の意図しな
い変更や偶発的な開示のリスクが軽減されます。

ベストプラクティスは、アカウントおよびサービスの管理タスクを実行するときに必要となる場合のみ、
ルートユーザー認証情報を使用することです。IAM ポリシーは直接ユーザーに適用するのではなく、グ
ループとロールに適用します。日常的に使用する管理者を設定する方法のチュートリアルについては、
「IAM ユーザーガイド」の「最初の IAM 管理者のユーザーおよびグループの作成」を参照してください。

このチェックを実行するために、Security Hub はカスタムロジックを使用して、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.2 のコントロール 3.3 に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規定
された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加の
フィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

Note

Security Hub がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する 
CloudTrail 追跡が検索されます。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可
能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もありま
す。
チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

• 追跡が設定されていません。
• 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール

要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

• マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub は、追跡が基づい
ているリージョンでのみ結果を生成できます。

• マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub は、追跡を所有する
アカウントの結果のみを生成できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有している
か、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる
必要があります。それ以外の場合は、Security Hub はコントロールに対して結果 WARNING を生
成します。

修正

この問題を修正するためのステップには、Amazon SNS トピック、CloudTrail 追跡、メトリクスフィル
ター、およびメトリクスフィルターのアラームの設定が含まれます。

537

https://github.com/awslabs/aws-securityhub-multiaccount-scripts
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_tasks-that-require-root.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/getting-started_create-admin-group.html
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_CIS_Foundations_Benchmark.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_CIS_Foundations_Benchmark.pdf


AWS Security Hub ユーザーガイド
CIS AWS Foundations Benchmark

Amazon SNS トピックを作成するには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
2. すべての CIS アラームを受信する Amazon SNS トピックを作成します。

トピックに少なくとも 1 人の受信者を作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service 開発者ガイド」の「Amazon SNS の開始方法」を参照してください。

次に、すべてのリージョンに適用されるアクティブな CloudTrail を設定します。これを行うには、the 
section called “2.1 - CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する” (p. 549) の修正ス
テップに従います。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。そのロググループに
対してメトリクスフィルターを作成します。

最後に、メトリクスフィルターとアラームを作成します。

メトリクスフィルターとアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Log groups] (ロググループ) を選択します。
3. 作成した CloudTrail 追跡に関連付けられている CloudWatch Logs ロググループのチェックボックスを

選択します。
4. [Actions] (アクション) から、[Create Metric Filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。
5. [Define pattern] (パターンを定義) で、以下の操作を行います。

a. 次のパターンをコピーして、[Filter Pattern] (フィルターパターン) フィールドに貼り付けます。

{$.userIdentity.type="Root" && $.userIdentity.invokedBy NOT EXISTS && $.eventType !
="AwsServiceEvent"}

b. [Next] (次へ) を選択します。
6. [Assign Metric] (メトリクスの割り当て) で、以下の操作を行います。

a. [Filter name] (フィルター名) に、メトリクスフィルターの名前を入力します。
b. [Metric namespace] (メトリクス名前空間) に LogMetrics と入力します。

すべての CIS ログメトリクスフィルターに同じ名前空間を使用した場合、すべての CIS 
Benchmark メトリクスがグループ化されます。

c. [Metric Name] (メトリクス名) に、メトリクスの名前を入力します。メトリクスの名前を忘れない
でください。アラームの作成時にメトリクスを選択する必要があります。

d. [Metric value] (メトリクス値) に 1 と入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

7. [Review and create] (確認して作成) で、新しいメトリクスフィルター用に入力した情報を確認しま
す。その後、[Create metric filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。

8. ナビゲーションペインで [Log groups] (ロググループ)を選択し、[Metric filters] (メトリクスフィル
ター) で作成したフィルターを選択します。

9. フィルターのチェックボックスをオンにします。[アラームの作成] を選択します。
10. [Specify metric and conditions] (メトリクスと条件の指定) で、以下の操作を行います。

a. [Conditions] (条件) の [Threshold] (しきい値) で、[Static] (静的) を選択します。
b. [Define the alarm condition] (アラーム条件を定義) で、[Greater/Equal] (より大きい/等しい) を選

択します。
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c. [Define the threshold value] (しきい値の定義) で、1 を入力します。
d. [Next] (次へ) を選択します。

11. [Configure actions] (アクションの設定) で、次の作業を行います。

a. [Alarm state trigger] (アラーム状態トリガー) で、[In alarm] (アラーム状態) を選択します。
b. [Select an SNS topic] (SNS トピックの選択) で、[Select an existing SNS topic] (既存の SNS ト

ピックの選択) を選択します。
c. [Send a notification to] (通知の送信先) で、前の手順で作成した SNS トピックの名前を入力しま

す。
d. [Next] (次へ) を選択します。

12. [Add name and description] (名前と説明を追加) に、アラームの [Name] (名前)と [Description] (説明)を
CIS-1.1-RootAccountUsage のように入力します。続いて、[Next] (次へ) を選択します。

13. [Preview and create] (プレビューと作成) で、アラームの設定を確認します。次に [Create alarm] (ア
ラームの作成) を選択します。

1.2 - コンソールパスワードを持つすべての IAM ユーザーに対して多要素認証 
(MFA) が有効であることを確認する

重要度: 中

AWS Config ルール: mfa-enabled-for-iam-console-access

スケジュールタイプ: 定期的

多要素認証 (MFA) は、ユーザー名とパスワードに更なる保護手段を追加します。MFA が有効な場
合、AWS ウェブサイトにサインインするときに、ユーザー名とパスワードに加えて AWS MFA デバイス
からの認証コードを求められます。

CIS では、コンソールパスワードを持つすべてのアカウントの MFA を有効にすることが推奨されていま
す。MFA は、コンソールへのアクセスに対するセキュリティを強化します。認証プリンシパルは、一時的
なキーを発行するデバイスを所有し、認証情報に関する知識を持っている必要があります。

Important

このチェックに使用される AWS Config ルールは、MFA の結果を正確にレポートするために最大 
4 時間かかる場合があります。CIS セキュリティチェックを有効にした後の最初の 4 時間以内に
生成された結果は、正確ではない可能性があります。また、この問題を修正してからチェックに
成功するまでにも、最大 4 時間かかる場合があります。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。
AWS Config は、Security Hub を使用するすべてのリージョンで有効にする必要があります。た
だし、グローバルリソースの記録は 1 つのリージョンで有効にすることができます。グローバル
リソースを 1 つのリージョンにのみ記録する場合は、グローバルリソースを記録するリージョン
以外のすべてのリージョンでこのコントロールを無効にすることができます。

修正

IAM ユーザーを MFA に追加するには、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。

1.3 - 90 日以上使用されていない認証情報が無効にされていることを確認する

重要度: 中
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AWS Config ルール: iam-user-unused-credentials-check

スケジュールタイプ: 定期的

IAM ユーザーは、パスワードやアクセスキーなどのさまざまなタイプの認証情報を使用して AWS リソー
スにアクセスできます。

CIS では、90 日以上使用されていないすべての認証情報を削除または非アクティブ化することが推奨され
ています。不要な認証情報を無効化または削除することにより、侵害または放棄されたアカウントに関連
付けられている認証情報が使用される可能性が少なくなります。

このコントロールの AWS Config ルールでは、GetCredentialReport および
GenerateCredentialReport API オペレーションを使用します。API オペレーションは 4 時間ごとにし
か更新されません。IAM ユーザーへの変更がこのコントロールから確認できるようになるまでに、最大 4 
時間かかる場合があります。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。
AWS Config は、Security Hub を使用するすべてのリージョンで有効にする必要があります。た
だし、グローバルリソースの記録は 1 つのリージョンで有効にすることができます。グローバル
リソースを 1 つのリージョンにのみ記録する場合は、グローバルリソースを記録するリージョン
以外のすべてのリージョンでこのコントロールを無効にすることができます。

修正

認証情報が期限切れのアカウントをモニタリングするために必要な一部の情報を取得するには、IAM コン
ソールを使用します。例えば、お使いのアカウントのユーザーを表示すると、[Access key age] (アクセス
キーの古さ)、[Password age] (パスワードの古さ)、および [Last activity] (最終アクティビティ) の列が表示
されます。これらの列の値のいずれかが 90 日より大きい場合は、それらのユーザーの認証情報を非アク
ティブにします。

認証情報レポートを使用してユーザーアカウントをモニタリングし、90 日以上アクティビティのないアカ
ウントを特定することもできます。IAM コンソールから認証情報レポートを .csv 形式でダウンロードでき
ます。認証情報レポートの詳細については、「AWS アカウント の認証情報レポートの取得」を参照して
ください。

非アクティブなアカウントや使用されていない認証情報を特定したら、次のステップを使用してそれらを
無効にします。

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. [Users] (ユーザー) を選択します。
3. 90 日より以前の認証情報を持つユーザーの名前を選択します。
4. [Security credentials] (セキュリティ認証情報) を選択し、次に 90 日以上使用されていないすべてのサ

インイン認証情報とアクセスキーに対して [Make inactive] (非アクティブにする) を選択します。

1.4 - アクセスキーが 90 日以内にローテーションされることを確認する

重要度: 中

AWS Config ルール: access-keys-rotated

スケジュールタイプ: 定期的

アクセスキーは、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーで構成され、AWS に対して行うプログ
ラムリクエストに署名するために使用されます。AWS ユーザーは、AWS Command Line Interface (AWS 
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CLI)、Tools for Windows PowerShell、AWS SDK のいずれかから AWS に対してプログラム呼び出しを行
うか、個々の AWS サービスの API を使用して直接 HTTP 呼び出しを行うために、独自のアクセスキーを
必要とします。

アクセスキーを定期的にローテーションすることにより、侵害されたアカウントや終了したアカウントに
関連付けられているアクセスキーが使用される可能性が低くなります。アクセスキーをローテーションし
て、紛失した、解読された、または盗難にあった可能性のある古いキーを使用してデータにアクセスでき
ないようにします。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• 欧州 (ミラノ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

AWS Config は、Security Hub を使用するすべてのリージョンで有効にする必要があります。た
だし、グローバルリソースの記録は 1 つのリージョンで有効にすることができます。グローバル
リソースを 1 つのリージョンにのみ記録する場合は、グローバルリソースを記録するリージョン
以外のすべてのリージョンでこのコントロールを無効にすることができます。

修正

アクセスキーが 90 日間を越えて使用されないようにするには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. [Users] (ユーザー) を選択します。
3. [Access key age] (アクセスキーの古さ) が 90 日を超えている各ユーザーに対して、[User name] (ユー

ザー名) を選択してそのユーザーの設定を開きます。
4. [Security credentials] (セキュリティ認証情報) を選択します。
5. ユーザーの新しいキーを作成するには:

a. [Create access key] (アクセスキーの作成) を選択します。
b. キーの内容を保存するには、シークレットアクセスキーをダウンロードするか、[Show] (表示) を

選択した後でページからコピーします。
c. ユーザーに提供するための安全な場所にキーを保存します。
d. [Close] (閉じる) を選択します。

6. 以前のキーを使用していたすべてのアプリケーションを更新し、新しいキーを使用するようにしま
す。

7. 以前のキーで、[Make inactive] (非アクティブにする) を選択してアクセスキーを非アクティブにしま
す。これで、ユーザーがこのキーを使用してリクエストを行うことはできなくなりました。

8. すべてのアプリケーションが新しいキーで想定どおりに機能することを確認します。
9. すべてのアプリケーションが新しいキーで想定どおりに機能することを確認したら、以前のキーを削

除します。削除した後で、アクセスキーを復元することはできません。

以前のキーを削除するには、行の末尾にある X を選択し、[Delete] (削除) を選択します。

1.5 - IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の大文字が要求されていること
を確認する

重要度: 中
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AWS Config ルール: iam-password-policy

スケジュールタイプ: 定期的

パスワードポリシーは、パスワードの複雑さの要件をある程度強制します。IAM パスワードポリシーを使
用して、パスワードで異なる文字セットを使用するようにします。

CIS では、パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の大文字を要求することを推奨しています。パスワー
ドの複雑さに関するポリシーを設定すると、ブルートフォースのログイン試行に対するアカウントの耐障
害性が高まります。

修正

パスワードポリシーを変更するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. [Account settings] (アカウント設定) を選択します。
3. [Requires at least one uppercase letter] (少なくとも 1 文字の大文字を要求する) を選択し、[Apply 

password policy] (パスワードポリシーの適用) を選択します。

1.6 - IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の小文字が要求されていること
を確認する

重要度: 中

AWS Config ルール: iam-password-policy

スケジュールタイプ: 定期的

パスワードポリシーは、パスワードの複雑さの要件をある程度強制します。IAM パスワードポリシーを使
用して、パスワードで異なる文字セットを使用するようにします。CIS では、パスワードポリシーで少な
くとも 1 文字の小文字を要求することを推奨しています。パスワードの複雑さに関するポリシーを設定す
ると、ブルートフォースのログイン試行に対するアカウントの耐障害性が高まります。

修正

パスワードポリシーを変更するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. [Account settings] (アカウント設定) を選択します。
3. [Requires at least one lowercase letter] (少なくとも 1 文字の小文字を要求する) を選択し、[Apply 

password policy] (パスワードポリシーの適用) を選択します。

1.7 - IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の記号が要求されていることを
確認する

重要度: 中

AWS Config ルール: iam-password-policy

スケジュールタイプ: 定期的

パスワードポリシーは、パスワードの複雑さの要件をある程度強制します。IAM パスワードポリシーを使
用して、パスワードで異なる文字セットを使用するようにします。
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CIS では、パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の記号を要求することを推奨しています。パスワード
の複雑さに関するポリシーを設定すると、ブルートフォースのログイン試行に対するアカウントの耐障害
性が高まります。

修正

パスワードポリシーを変更するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. [Account settings] (アカウント設定) を選択します。
3. [Requires at least one non-alphanumeric character] (少なくとも 1 文字のアルファベット以外の文字を

要求する) を選択し、[Apply password policy] (パスワードポリシーの適用) を選択します。

1.8 - IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の数字が要求されていることを
確認する

重要度: 中

AWS Config ルール: iam-password-policy

スケジュールタイプ: 定期的

パスワードポリシーは、パスワードの複雑さの要件をある程度強制します。IAM パスワードポリシーを使
用して、パスワードで異なる文字セットを使用するようにします。

CIS では、パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の数字を要求することを推奨しています。パスワード
の複雑さに関するポリシーを設定すると、ブルートフォースのログイン試行に対するアカウントの耐障害
性が高まります。

修正

パスワードポリシーを変更するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. [Account settings] (アカウント設定) を選択します。
3. [Requires at least one number] (少なくとも 1 文字の数字を要求する) を選択し、[Apply password 

policy] (パスワードポリシーの適用) を選択します。

1.9 - IAM パスワードポリシーで 14 文字以上の長さが要求されていることを確認
する

重要度: 中

AWS Config ルール: iam-password-policy

スケジュールタイプ: 定期的

パスワードポリシーは、パスワードの複雑さの要件をある程度強制します。IAM パスワードポリシーを使
用して、パスワードが指定された長さ以上になるようにします。

CIS では、パスワードポリシーで 14 文字以上の長さを要求することを推奨しています。パスワードの複雑
さに関するポリシーを設定すると、ブルートフォースのログイン試行に対するアカウントの耐障害性が高
まります。
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修正

パスワードポリシーを変更するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. [Account settings] (アカウント設定) を選択します。
3. [Minimum password length] (パスワードの最小長さ) フィールドに 14 と入力し、[Apply password 

policy] (パスワードポリシーの適用) を選択します。

1.10 - IAM パスワードポリシーでパスワードの再使用が禁止されていることを確
認する

重要度: 低

AWS Config ルール: iam-password-policy

スケジュールタイプ: 定期的

このコントロールは、記憶するパスワードの数が 24 に設定されているかどうかをチェックします。値が 
24 でない場合、コントロールは失敗します。

IAM パスワードポリシーにより、同じユーザーによる特定のパスワードの再使用を防ぐことができます。

CIS では、パスワードポリシーでパスワードの再使用を禁止することを推奨しています。パスワードの再
使用を禁止すると、ブルートフォースのログイン試行に対するアカウントの耐障害性が高まります。

修正

パスワードポリシーを変更するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. [Account settings] (アカウント設定) を選択します。
3. [Prevent password reuse] (パスワードの再使用を禁止する) を選択し、[Number of passwords to 

remember] (記憶するパスワードの数) に 24 を入力します。
4. [Apply password policy] (パスワードポリシーの適用) を選択します。

1.11 - IAM パスワードポリシーでパスワードが 90 日以内に有効期限切れとなる
ことを確認する

重要度: 低

AWS Config ルール: iam-password-policy

スケジュールタイプ: 定期的

IAM パスワードポリシーでは、指定された日数後にパスワードをローテーションするか、または有効期限
切れにすることを要求できます。

CIS では、パスワードポリシーでパスワードを 90 日以内に有効期限切れにすることを推奨しています。パ
スワードの有効期間を短くすると、ブルートフォースのログイン試行に対するアカウントの耐障害性が高
まります。定期的なパスワード変更の要求は、以下のシナリオでも役立ちます。

• パスワードはユーザーが知らない間に、盗まれたり漏洩したりする可能性があります。これは、システ
ムの侵害、ソフトウェアの脆弱性、または内部の脅威によって起こりえます。
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• 特定の企業や政府のウェブフィルターまたはプロキシサーバーは、暗号化されている場合でもトラ
フィックを傍受し記録できます。

• 多くの人々が仕事、E メール、個人用など多くのシステムで同じパスワードを使用しています。
• 侵害されたエンドユーザーのワークステーションに、キーストロークロガーが設置されている可能性が

あります。

修正

パスワードポリシーを変更するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. [Account settings] (アカウント設定) を選択します。
3. [Enable password expiration] (パスワードの有効期限を有効にする) を選択し、[Password expiration 

period (in days)] (パスワードの有効期限 (日数)) に 90 と入力します。
4. [Apply password policy] (パスワードポリシーの適用) を選択します。

1.12 - ルートユーザーのアクセスキーが存在しないことを確認する

重要度: 非常事態

AWS Config ルール: iam-root-access-key-check

スケジュールタイプ: 定期的

ルートユーザーは、AWS アカウント のすべてのサービスとリソースへの完全なアクセス権を持ちます。
アクセスキーを使用すると、指定されたアカウントにプログラムからアクセスできます。

CIS は、ルートユーザーに関連付けられたアクセスキーをすべて削除することを推奨しています。ルート
ユーザーに関連付けられたアクセスキーを削除することで、アカウントを侵害する可能性のあるベクトル
を制限できます。また、ルートユーザーアクセスキーを削除すると、最小特権を持つロールベースのアカ
ウントの、作成と使用も促進されます。

Note

このコントロールは、アジアパシフィック (大阪) または中東 (UAE) ではサポートされていませ
ん。

修正

ルートユーザーアクセスキーを削除するには、「IAM ユーザーガイドの「ルートユーザーのアクセスキー
の削除」を参照してください。

1.13 - MFA がルートユーザーで有効になっていることを確認する

重要度: 非常事態

AWS Config ルール: root-account-mfa-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

ルートユーザーは、AWS アカウント のすべてのサービスとリソースへの完全なアクセス権を持ちま
す。MFA は、ユーザー名とパスワードに更なる保護手段を追加します。MFA が有効な場合、AWS ウェブ
サイトにサインインするときに、ユーザー名とパスワードに加えて AWS MFA デバイスからの認証コード
を求められます。

545

https://console.aws.amazon.com/iam/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_root-user.html#id_root-user_manage_delete-key
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_root-user.html#id_root-user_manage_delete-key
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Security Hub ユーザーガイド
CIS AWS Foundations Benchmark

ルートユーザーに仮想 MFA を使用する場合、CIS は個人用デバイスではないデバイスを使用することを推
奨しています。代わりに、各個人のデバイスとは独立して課金およびセキュリティ保護を維持できるよう
に管理している、専用のモバイルデバイス (タブレットまたは電話) を使用してください。これにより、デ
バイスの紛失、デバイスの下取り、またはデバイスを所有する個人の離職のために MFA へのアクセスが
失われるリスクが軽減されます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

IAM ユーザーをルートユーザーに追加するには、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。

1.14 - ハードウェア MFA がルートユーザーで有効になっていることを確認する

重要度: 非常事態

AWS Config ルール: root-account-hardware-mfa-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

ルートユーザーは、AWS アカウント のすべてのサービスとリソースへの完全なアクセス権を持ちま
す。MFA は、ユーザー名とパスワードに更なる保護手段を追加します。MFA が有効な場合、AWS ウェブ
サイトにサインインするときに、ユーザー名とパスワードに加えて、登録された MFA デバイスからの認
証コードを求められます。

レベル 2 として、CIS は、ルートユーザー認証情報を、ハードウェア MFA を使って保護することを推奨
しています。ハードウェア MFA では、仮想 MFA よりも攻撃対象領域が小さくなります。例えば、ハード
ウェア MFA には、仮想 MFA が存在しているモバイルスマートフォンによって導入される攻撃対象領域は
ありません。

ですから、多くのアカウントでハードウェア MFA を使用すると、デバイス管理業務の観点で問題が発生
する可能性があります。このような場合は、最も高いセキュリティを必要とするアカウントに対して、こ
のレベル 2 の推奨事項を選択的に導入することを検討してください。その後、レベル 1 の推奨事項を残り
のアカウントに適用できます。

タイムベースドワンタイムパスワード (TOTP) トークンと、ユニバーサルセカンドファクター (U2F) トー
クンの両方が、ハードウェア MFA オプションとして実行可能です。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
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• AWS GovCloud (米国西部)

修正

ルートユーザー用にハードウェア MFA デバイスを追加するには、「IAM ユーザーガイド」の「AWS ア
カウント ルートユーザー用にハードウェア MFA デバイスを有効にする (コンソール)」を参照してくださ
い。

1.16 - IAM ポリシーがグループまたはロールだけに添付されていることを確認す
る
重要度: 低

AWS Config ルール: iam-user-no-policies-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

デフォルトでは、ユーザー、グループ、ロールには AWS リソースへのアクセス権はありません。IAM ポ
リシーは、ユーザー、グループ、またはロールに権限を付与する方法です。

CIS では、IAM ポリシーを直接ユーザーに適用するのではなく、グループとロールに適用することを推奨
しています。グループレベルまたはロールレベルで権限を割り当てると、ユーザー数が増えたときのアク
セス管理の複雑さが軽減されます。アクセス管理の複雑さを軽減することで、プリンシパルが誤って過剰
な権限を受け取ったり保持したりする可能性を減らすことができます。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。
Amazon Simple Email Service が作成した IAM ユーザーは、インラインポリシーを使用して自動
作成されます。Security Hub は、これらのユーザーをこのコントロールから自動的に除外しま
す。
AWS Config は、Security Hub を使用するすべてのリージョンで有効にする必要があります。た
だし、グローバルリソースの記録は 1 つのリージョンで有効にすることができます。グローバル
リソースを 1 つのリージョンにのみ記録する場合は、グローバルリソースを記録するリージョン
以外のすべてのリージョンでこのコントロールを無効にすることができます。

修正

この問題を解決するには、IAM グループを作成し、ポリシーをこのグループにアタッチします。続い
て、ユーザーをこのグループに追加します。ポリシーは、グループ内の各ユーザーに適用されます。ユー
ザーに直接添付されているポリシーを削除するには、IAM ユーザーガイドの「IAM ID のアクセス許可の追
加および削除」を参照してください。

1.20 – AWS Support でインシデントを管理するためのサポートロールが作成され
ていることを確認する
重要度: 低

AWS Config ルール: iam-policy-in-use

スケジュールタイプ: 定期的

AWS では、インシデントの通知と対応、およびテクニカルサポートとカスタマーサービスに使用できるサ
ポートセンターが提供されています。

IAM ロールを作成して、認可済みのユーザーが AWS サポートでインシデントを管理できるようにしま
す。アクセスコントロールに最小特権を導入することにより、IAM ロールには、AWS Support でのインシ
デントの管理のためにサポートセンターにアクセスすることを許可する、適切な IAM ポリシーが必要にな
ります。
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Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (大阪)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

修正

この問題を修正するには、認可済みのユーザーに AWS Support インシデントの管理を許可するロールを作
成します。

AWS Support へのアクセスに使用するロールを作成するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. IAM ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択し、続いて [Create role] (ロールの作成) を選択

します。
3. [Role type] (ロールタイプ) で、[Another AWS アカウント] を選択します。
4. [Account ID] (アカウント ID) に、リソースへのアクセスを許可する AWS アカウント の AWS アカウ

ント ID を入力します。

このロールを引き受けるユーザーまたはグループが同じアカウントに属している場合は、ローカルア
カウント番号を入力します。

Note

指定したアカウントの管理者は、そのアカウントのすべての ユーザーに、このロールを引
き受けるアクセス許可を付与できます。そのためには、管理者から sts:AssumeRole アク
ションの許可を付与するユーザーまたはグループにポリシーを添付します。そのポリシー
で、リソースはロール ARN である必要があります。

5. [Next: Permissions] (次へ: 許可) を選択します。
6. マネージドポリシー AWSSupportAccess を検索します。
7. AWSSupportAccess マネージドポリシーのチェックボックスを選択します。
8. [Next: Tags] (次へ: タグ) を選択します。
9. (オプション) ロールにメタデータを追加するには、キーバリューのペアとしてタグを添付します。

IAM でのタグの使用に関する詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM リソースにタグを付
ける」を参照してください。

10. [Next: Review] (次へ: レビュー) を選択します。
11. [Role name] (ロール名) に、ロールの名前を入力します。

ロール名は AWS アカウント アカウント内で一意である必要があります。大文字と小文字は区別され
ません。

12. (オプション) [Role description] (ロールの説明) に、新しいロールの説明を入力します。
13. ロールを確認し、[Create role] (ロールの作成) を選択します。

1.22 - 完全な「*:*」管理者権限を許可する IAM ポリシーが作成されていないこと
を確認する

重要度: 高
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AWS Config ルール: iam-policy-no-statements-with-admin-access

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

このコントロールは、IAM ポリシー (カスタマー管理ポリシーとも呼ばれます) のデフォルトバージョ
ンに、"Action": "*" が "Resource": "*" に対して規定された "Effect": "Allow" ステー
トメントを持つ管理者アクセス権があるかどうかをチェックします。また、このコントロールでは
excludePermissionBoundaryPolicy パラメーターが true に設定され、アクセス許可の境界のポリ
シーが除外されています。このようなステートメントを含む IAM ポリシーがある場合、コントロールは失
敗します。

コントロールは、作成したカスタマーマネージドポリシーのみをチェックします。インラインおよび AWS 
マネージドポリシーはチェックされません。

IAM ポリシーは、ユーザー、グループ、またはロールに付与される権限のセットを定義します。最小特
権、つまりタスクを実行するために必要な許可のみを付与することが推奨されており、標準的なセキュリ
ティアドバイスと見なされています。完全な管理者権限を許可するのではなく、ユーザーが何をする必要
があるのかを決定し、ユーザーがそれらのタスクのみを実行できるようにするポリシーを作成します。

最初は最小限の許可から開始し、必要な場合には追加の許可を認める方が、最初にあまりにも寛大に許可
を認めてから、後で規制を厳しくしようとするより安全です。ユーザーが実行する必要がある最小限の許
可セットに制限せずに、完全な管理特権を付与すると、リソースが望ましくない可能性のあるアクション
にさらされます。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。
AWS Config は、Security Hub を使用するすべてのリージョンで有効にする必要があります。た
だし、グローバルリソースの記録は 1 つのリージョンで有効にすることができます。グローバル
リソースを 1 つのリージョンにのみ記録する場合は、グローバルリソースを記録するリージョン
以外のすべてのリージョンでこのコントロールを無効にすることができます。

修正

IAM ポリシーを変更して、完全な "*" 管理者権限を許可しないようにする方法については、「IAM ユー
ザーガイド」の「IAM ポリシーの編集」を参照してください。

2.1 - CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する

重要度: 高

AWS Config ルール: multi-region-cloudtrail-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

このコントロールは、マルチリージョンの CloudTrail 追跡が少なくとも 1 つあることをチェックします。
また、ExcludeManagementEventSources パラメータは少なくとも 1 つの軌跡に対して空です。

CloudTrail はお客様のアカウントの AWS API コールを記録し、ログファイルを送信するサービスです。
記録される情報には、API コール元のアイデンティティ、API コールの時刻、API コール元のソース 
IP アドレス、リクエストパラメータおよび AWS のサービス から返されたレスポンス要素が含まれま
す。CloudTrail は、アカウントの AWS API コールの履歴を提供します。これには、AWS Management 
Console、AWS SDK、コマンドラインツール、AWS CloudFormation などの上位レベルの AWS のサービ
スを介して実行された API コールが含まれます。

CloudTrail で生成される AWS API コールの履歴を利用して、セキュリティ分析、リソース変更の追跡、お
よびコンプライアンスの監査を行うことができます。また、以下も可能になります。

• マルチリージョンの証跡が存在するようにすることで、本来使用されるべきでないリージョンで発生し
た予期しないアクティビティを検出できます
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• マルチリージョンの証跡が存在するようにすることで、グローバルサービスのログ記録が支援されま
す。グローバルサービスのログ記録は証跡に対してデフォルトで有効になり、AWS グローバルサービス
で生成されたイベントの記録をキャプチャします。

• マルチリージョンの証跡の場合、すべての種類の読み取り/書き込みに対して管理イベントを設定するこ
とにより、AWS アカウント のすべてのリソースに対して実行された管理オペレーションが確実に記録
されます。

デフォルトでは、AWS Management Console を使用して作成される CloudTrail 追跡はマルチリージョン
追跡です。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。AWS Organizations で Security 
Hub の統合を使用し、メンバーアカウントがこのコントロールに記載された条件に一致する 
CloudTrail の証跡を所有していない場合、Security Hub は CIS 3.x コントロールおよび 1.1 - ルー
トユーザーの使用を避ける (p. 537) のメンバーアカウントに関する検出結果を生成しません。

修正

CloudTrail に新しい追跡を作成するには

1. AWS Management Console にサインインし、CloudTrail コンソールを開きます (https:// 
console.aws.amazon.com/cloudtrail/)。

2. これまでに CloudTrail を使用したことがない場合は、[Get Started Now] (今すぐ始める) を選択しま
す。

3. [Trails] (追跡) を選択し、[Create trail] (追跡の作成) を選択します。
4. 追跡の名前を入力します。
5. [Storage location] (ストレージのロケーション) で、次のいずれかの操作を行います。

• CloudTrail ログ用に新しい S3 バケットを作成するには、[Create new S3 bucket] (新しい S3 バ
ケットの作成) を選択し、新しい S3 バケットの名前を入力します。

• [Use existing S3 bucket] (既存の S3 バケットを使用する) を選択し、次に使用するバケットを選
択します。

6. [Additional settings] (追加設定) を選択し、[Log file validation] (ログファイルの検証) で [Enabled] (有
効) を選択して、2.2 - CloudTrail ログファイル検証が有効であることを確認する  (p. 551) に成功す
るようにします。

7. the section called “2.4 - CloudTrail 追跡が Amazon CloudWatch Logs と統合されていることを確認す
る” (p. 552) に成功するようにするには、CloudWatch Logs を有効にする必要があります。

a. CloudWatch Logs で、[Enabled] (有効) チェックボックスを選択します。
b. [Log group] (ロググループ) で、次のいずれかの操作を行います。

• 既存のロググループを使用するには、[Existing] (既存) を選択し、使用するロググループの名前
を入力します。

• 新しいロググループを作成するには、[New] (新規) を選択し、作成するロググループの名前を
入力します。

c. [IAM role] (IAM ロール) で、次のいずれかを実行します。
• 既存のロールを使用する場合は、[Existing] (既存) を選択し、次にドロップダウンリストから

ロールを選択します。
• 新しいロールを作成する場合は、[New] (新規) を選択し、作成するロールの名前を入力しま

す。新しいロールには、必要な許可を付与するポリシーが割り当てられます。

ロールに付与された許可を表示するには、[Policy document] (ポリシードキュメント) を展開
します。

8. [Create] (作成) を選択します。
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CloudTrail の既存の追跡を更新するには

1. AWS Management Console にサインインし、CloudTrail コンソールを開きます (https:// 
console.aws.amazon.com/cloudtrail/)。

2. [Trails] (追跡) を選択します。
3. [Name] (名前) 列で追跡の名前を選択します。
4. 必要に応じて、追跡の設定を更新します。

特定のセクションの設定を更新するには、次の操作を行います。

a. 更新するセクションの [Edit] (編集) を選択します。
b. 設定に必要な更新を行います。
c. [Save changes] (変更の保存) を選択します。

2.2 - CloudTrail ログファイル検証が有効であることを確認する

重要度: 中

AWS Config ルール: cloud-trail-log-file-validation-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

CloudTrail ログファイルの検証により、CloudTrail が Amazon S3 に書き込むそれぞれのログのハッシュを
含むデジタル署名されたダイジェストファイルが作成されます。これらのダイジェストファイルを使用し
て、CloudTrail がログを配信した後でログファイルが変更、削除、または変更されなかったかどうかを判
断できます。

CIS では、すべての追跡でファイルの検証を有効にすることを推奨しています。ログファイルの検証を有
効にすると、CloudTrail ログの追加の整合性チェックが行われます。

修正

CloudTrail のログファイル検証を有効にするには

1. CloudTrail コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/) を開きます。
2. [Trails] (追跡) を選択します。
3. [Name] (名前) 列で編集する追跡の名前を選択します。
4. [General details] (一般的な詳細) で、[Edit] (編集) を選択します。
5. [Additional settings] (追加設定) の [Log file validation] (ログファイルの検証) で、[Enabled] (有効) を選

択します。
6. [Save (保存)] を選択します。

2.3 – CloudTrail ログの保存に使用される S3 バケットが一般公開されていないこ
とを確認する

重要度: 非常事態

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub ルール)

スケジュールタイプ: 定期的および変更がトリガーされた場合

CloudTrail は、アカウント内で実行された API コールをすべて記録します。これらのログファイルは S3 
バケットに保存されます。CIS では、CloudTrail が記録する S3 バケットに S3 バケットポリシーまたはア
クセスコントロールリスト (ACL) を適用して、CloudTrail ログへのパブリックアクセスを禁止することを
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推奨しています。CloudTrail ログコンテンツへのパブリックアクセスを許可すると、攻撃者が感染したア
カウントの使用または設定における弱点を特定する手助けとなる可能性があります。

このチェックを実行するために、Security Hub は最初にカスタムロジックを使用して、CloudTrail ログが
保存されている S3 バケットを探します。次に AWS Config マネージドルールを使用して、バケットがパ
ブリックにアクセス可能であることを確認します。

ログを単一の集中管理 S3 バケットに集約する場合、Security Hub は、集中管理された S3 バケットがある
アカウントとリージョンに対してのみチェックを実行します。他のアカウントとリージョンでは、コント
ロールステータスは [No data] (データなし) となります。

バケットがパブリックアクセス可能な場合、チェックにより結果 (失敗) が生成されます。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

Amazon S3 バケットに対するパブリックアクセスを削除するには

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. CloudTrail が保存されているバケットの名前を選択します。
3. [Permissions] (許可) を選択し、[Public access settings] (パブリックアクセス設定) を選択します。
4. [Edit] (編集) を選択し、4 つのオプションをすべて選択して、次に [Save] (保存) を選択します。
5. プロンプトが表示されたら、confirm を入力して [Confirm] (確認) を選択します。

2.4 - CloudTrail 追跡が Amazon CloudWatch Logs と統合されていることを確認す
る

重要度: 低

AWS Config ルール: cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

CloudTrail は、指定されたアカウントで実行された AWS API コールを記録するウェブサービスです。記録
される情報には、API コール元のアイデンティティ、API コールの時刻、API コール元のソース IP アドレ
ス、リクエストパラメータおよび AWS サービスから返されたレスポンス要素が含まれます。

CloudTrail はログファイルの保存と配信に Amazon S3 を使用するため、ログファイルは永続的に保存され
ます。指定された Amazon S3 バケットに CloudTrail ログをキャプチャして長期的な分析を行うだけでな
く、ログを CloudWatch Logs に送信するように CloudTrail を設定することで、リアルタイム分析を実行で
きます。

アカウント内のすべてのリージョンで有効になっている追跡では、CloudTrail はそれらすべてのリージョ
ンからログファイルを CloudWatch Logs ロググループに送信します。

CIS では、CloudWatch Logs に CloudTrail ログを送信することを推奨しています。

Note

この推奨事項の目的は、アカウントアクティビティがキャプチャおよびモニタリングされ、適切
にアラームが出されるようにすることです。CloudWatch Logs は、AWS サービスを使用してこ
れを実現するためのネイティブな方法ですが、代替ソリューションの使用を排除するものではあ
りません。
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CloudTrail ログを CloudWatch Logs に送信すると、ユーザー、API、リソース、および IP アドレスに基づ
いてリアルタイムおよび過去のアクティビティを簡単にログに記録できます。異常または機密性の高いア
カウントアクティビティに対するアラームと通知を設定する機会を提供します。

修正

CloudTrail 追跡が CloudWatch Logs に統合されていることを確認するには

1. CloudTrail コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/) を開きます。
2. [Trails] (追跡) を選択します。
3. [CloudWatch Logs Log group] (CloudWatch Logs ロググループ) 列に値のない追跡を選択します。
4. CloudWatch Logs セクションまで下にスクロールし、[Edit] (編集) を選択します。
5. [Enabled] (有効) チェックボックスを選択します。
6. [Log group] (ロググループ) で、次のいずれかの操作を行います。

• 既存のロググループを使用するには、[Existing] (既存) を選択し、使用するロググループの名前を入
力します。

• 新しいロググループを作成するには、[New] (新規) を選択し、作成するロググループの名前を入力
します。

7. [IAM role] (IAM ロール) で、次のいずれかを実行します。
• 既存のロールを使用する場合は、[Existing] (既存) を選択し、次にドロップダウンリストからロー

ルを選択します。
• 新しいロールを作成する場合は、[New] (新規) を選択し、作成するロールの名前を入力します。

新しいロールには、必要な許可を付与するポリシーが割り当てられます。

ロールに付与された許可を表示するには、[Policy document] (ポリシードキュメント) を展開しま
す。

8. [Save changes] (変更の保存) を選択します。

詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「コンソールを使用して CloudWatch Logs のモ
ニタリングを設定する」を参照してください。

2.5 - AWS Config が有効になっていることを確認する

重要度: 中

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

AWS Config は、アカウント内のサポートされている AWS リソースの設定管理を実行し、ログファイルを
配信するウェブサービスです。記録される情報には、設定項目 (AWS リソース)、設定項目 (AWS リソー
ス) 間の関係、およびリソース間の設定変更が含まれます。

CIS では、すべてのリージョンで AWS Config を有効にすることを推奨しています。AWS Config がキャ
プチャする AWS 設定項目の履歴により、セキュリティ分析、リソース変更の追跡、およびコンプライア
ンスの監査を行うことができます。

Note

このコントロールでは、Security Hub を使用するすべてのリージョンで AWS Config を有効にす
ることが要求されています。
Security Hub はリージョナルサービスであるため、このコントロールに対して実行されるチェッ
クでは、アカウントの現在のリージョンのみがチェックされます。すべてのリージョンが確認さ
れるわけではありません。
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また、グローバルリソースを記録して、グローバルリソースに対するセキュリティチェックを各
リージョンで確認できるようにする必要もあります。グローバルリソースを 1 つのリージョンに
のみ記録する場合は、グローバルリソースを記録するリージョン以外のすべてのリージョンでこ
のコントロールを無効にすることができます。
グローバルリソースの記録が有効になっていないリージョンでは、これらの IAM コントロール 
(CIS 1.2、CIS 1.3、CIS 1.4、CIS 1.16、CIS 1.22) を無効にすることも検討してください。IAM 
はグローバルサービスであるため、IAM リソースはグローバルリソース記録が有効になっている
リージョンでのみ記録されます。

このチェックを実行するために、Security Hub はカスタムロジックを実行して、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.2 で規定された監査ステップを実行します。Security Hub はリージョナルサービスであり、
リージョンごとにセキュリティチェックを実行するため、Security Hub では各リージョンにグローバルリ
ソースが記録されている必要もあります。

修正

AWS Config 設定を構成するには

1. AWS Config コンソール (https://console.aws.amazon.com/config/) を開きます。
2. AWS Config を設定するリージョンを選択します。
3. AWS Config をこれまでに使用したことがない場合は、「AWS Config デベロッパーガイド」の「使用

の開始」を参照してください。
4. メニューから [Settings] (設定) ページに進み、次を実行します。

• Edit (編集) を選択します。
• [Resource types to record] (記録するリソースタイプ) で、[Record all resources supported in this 

region] (このリージョンでサポートされているすべてのリソースを記録します) および [Include 
global resources (e.g., AWS IAM resources)] (グローバルリソースを含める(例: IAM リソース)) を選
択します。

• [Data retention period] (データ保持期間) で、AWS Config データのデフォルトの保持期間を選択す
るか、個別に保持期間を指定します。

• [AWS Config role] (ロール) で、[Create AWS Config service-linked role] (サービスにリンクされた
ロールの作成) を選択するか、[Choose a role from your account] (アカウントからロールを選択) を
選択し、使用するロールを選択します。

• [Amazon S3 bucket] (Amazon S3 バケット) で、バケットを使用するか、バケットを作成し、必要に
応じてプレフィックスを含めます。

• [Amazon SNS topic] (Amazon SNS トピック) で、アカウントから Amazon SNS トピックを選択
するか、トピックを作成します。Amazon SNS の詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service の使用開始ガイド」を参照してください。

5. [Save (保存)] を選択します。

AWS Command Line Interface から AWS Config を使用する方法の詳細については、「AWS Config 開発者
ガイド」の「AWS Config の有効化」を参照してください。

AWS CloudFormation テンプレートを使用してこのプロセスを自動化することもできます。詳細について
は、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS CloudFormation StackSets サンプルテンプレー
ト」を参照してください。

2.6 - CloudTrail S3 バケットで、S3 バケットアクセスログ記録が有効であること
を確認する

重要度: 低

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub ルール)
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スケジュールタイプ: 定期的

S3 バケットアクセスログ記録により、S3 バケットに対して行われたリクエストごとのアクセスレコード
を含むログが生成されます。アクセスログレコードには、リクエストのタイプ、リクエストに指定された
リソース、リクエストが処理された日時など、リクエストの詳細が記録されます。

CIS では、CloudTrail S3 バケットでバケットアクセスログ記録を有効にすることを推奨しています。

ターゲット S3 バケットで S3 バケットのログ記録を有効にすることで、ターゲットバケット内のオブジェ
クトに影響を与える可能性のあるすべてのイベントをキャプチャできます。ログを別のバケットに配置す
るように設定すると、ログ情報にアクセスできるようになり、セキュリティおよびインシデント対応の
ワークフローで役立ちます。

このチェックを実行するために、Security Hub は最初にカスタムロジックを使用して、CloudTrail ログ
が保存されているバケットを探してから、AWS Config マネージドルールを使用して、ログ記録が有効に
なっているかどうかを確認します。

CloudTrail が複数の AWS アカウント から単一の宛先 Amazon S3 バケットにログファイルを配信する場
合、Security Hub はこのコントロールを、それが配置されているリージョン内の宛先バケットに対しての
み評価します。これにより、結果が効率化されます。ただし、宛先バケットにログを配信するすべてのア
カウントで CloudTrail を有効にする必要があります。宛先バケットを保持しているアカウントを除くすべ
てのアカウントのコントロールステータスは「データなし」です。

バケットがパブリックアクセス可能な場合、チェックにより結果 (失敗) が生成されます。

修正

S3 バケットのアクセスログ記録を有効にするには

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. CloudTrail に使用するバケットを選択します。
3. [Properties] (プロパティ) を選択します。
4. [Server access logging] (サーバーアクセスのログ記録) を選択し、[Enable logging] (ログ記録を有効に

する) を選択します。
5. [Target bucket] (ターゲットバケット) リストからバケットを選択し、必要に応じてプレフィックスを

入力します。
6. [Save] (保存) を選択します。

2.7 - CloudTrail ログが保管中に AWS KMS keys を使用して暗号化されているこ
とを確認する

重要度: 中

AWS Config ルール: cloud-trail-encryption-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

CloudTrail は、アカウントに対する AWS API コールを記録し、それらのログを IAM ポリシーに従って
ユーザーおよびリソースが利用できるようにするウェブサービスです。AWS Key Management Service 
(AWS KMS) は、アカウントデータの暗号化に使用される暗号化キーの作成と管理を支援するマネージド
サービスであり、ハードウェアセキュリティモジュール (HSM) を使用して暗号化キーのセキュリティを保
護します。

サーバーサイド暗号化 (SSE) 機能および KMS キーを活用するように CloudTrail ログを設定し
て、CloudTrail ログをさらに保護することができます。
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CIS では、SSE-KMS を使用するように CloudTrail を設定することを推奨しています。

SSE-KMS を使用するように CloudTrail を設定すると、ユーザーには対応するログバケットに対する S3 
の読み取り許可と、KMS キーポリシーによる復号化許可の付与が必要になるため、ログデータに対する機
密性管理が向上します。

Note

AWS Control Tower を使用している場合は、AWS KMS key を使用して CloudTrail ログを暗号化
できます。詳細については、「AWS Control Tower ユーザーガイド」の「AWS KMS keys の設定 
(オプション)」を参照してください。

修正

CloudTrail ログの暗号化を有効にするには

1. CloudTrail コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/) を開きます。
2. [Trails] (追跡) を選択します。
3. 更新する追跡を選択します。
4. [Storage location] (ストレージの場所) で、鉛筆アイコンを選択して設定を編集します。
5. [Encrypt log files with SSE-KMS] (SSE-KMS でログファイルを暗号化する) で、[Yes] (はい) を選択し

ます。
6. [Create a new KMS key] (新規の KMS キーの作成) で、次のいずれかの操作を行います。

• キーを作成するには、[Yes] (はい) を選択し、[KMS key] (KMS キー) フィールドにキーのエイリ
アスを入力します。キーは、バケットと同じリージョンに作成されます。

• 既存のキーを使用するには、[No] (いいえ) を選択し、[KMS key] (KMS キー) リストからキーを選
択します。

Note

KMS キーおよび S3 バケットは同じリージョンにある必要があります。
7. [Save (保存)] を選択します。

KMS キーと正常にやり取りするためには、CloudTrail のポリシーを変更する必要がある場合があります。
詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「AWS KMS マネージドキー (SSE-KMS) による 
CloudTrail ログファイルの暗号化」を参照してください。

2.8 - カスタマー作成の KMS キーのローテーションが有効になっていることを確
認する

重要度: 中

AWS Config ルール: cmk-backing-key-rotation-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

AWS KMS では、お客様はバッキングキーをローテーションすることができます。バッキングキー
は、AWS KMS に保存されているキーマテリアルであり、KMS キーのキー ID に関連付けられています。
バッキングキーは、暗号化や復号化などの暗号化オペレーションを実行するために使用されます。現在、
キーの自動ローテーションでは以前のすべてのバッキングキーが保持されるため、暗号化したデータは透
過的に復号化できます。

CIS では、KMS キーのローテーションを有効にすることを推奨しています。新しいキーで暗号化された
データは、漏洩した可能性がある以前のキーではアクセスできないため、暗号化キーをローテーションす
ることで、漏洩したキーにより起こる可能性のある被害を減らすことができます。
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Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

KMS キーローテーションを有効にするには

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. [Customer managed keys] (カスタマーマネージドキー) を選択します。
4. [Alias] (エイリアス) 列で、更新するキーのエイリアスを選択します。
5. [Key rotation] (キーローテーション) を選択します。
6. [Automatically rotate this KMS key every year] (この KMS キーを毎年自動的にローテーションする) を

選択し、[Save] (保存) を選択します。

2.9 - すべての VPC で VPC フローログ記録が有効であることを確認する

重要度: 中

AWS Config ルール: vpc-flow-logs-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

VPC フローログは Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) の機能で、VPC のネットワークインター
フェイスとの間を行き来する IP トラフィックに関する情報をキャプチャできるようにします。フローログ
を作成すると、そのデータを CloudWatch Logs で表示して、取得できるようになります。

CIS では、VPC のパケット拒否のフローログ記録を有効にすることを推奨しています。フローログ
は、VPC を通過するネットワークトラフィックを可視化し、セキュリティワークフロー中の異常なトラ
フィックの検出やインサイトの入手を可能にします。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

VPC フローログ記録を有効にするには

1. Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
2. [Your VPCs] (お使いの VPC) を選択します。
3. 更新する VPC を選択します。
4. ページの下部に表示される [Flow Logs] (フローログ) タブを選択します。
5. [Create flow log] (フローログの作成) を選択します。
6. [Filter] (フィルター) で、[Reject] (拒否) を選択します。
7. [Destination log group] (送信先ロググループ) で、使用するロググループを選択します。
8. [IAM role] (IAM ロール) で、使用する IAM ロールを選択します。
9. [Create] (作成) を選択します。

3.1 - 不正な API コールに対するログメトリクスフィルターとアラームが存在する
ことを確認する

重要度: 低
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AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定すること
により、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。

CIS では、不正な API コールに対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを推奨していま
す。不正な API コールをモニタリングすることでアプリケーションエラーを明らかにし、悪意のあるアク
ティビティを検出するのにかかる時間を短縮できる可能性があります。

このチェックを実行するために、Security Hub はカスタムロジックを使用して、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.2 のコントロール 3.1 に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規定
された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加の
フィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

Note

Security Hub がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する 
CloudTrail 追跡が検索されます。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可
能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もありま
す。
チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

• 追跡が設定されていません。
• 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール

要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

• マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub は、追跡が基づい
ているリージョンでのみ結果を生成できます。

• マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub は、追跡を所有する
アカウントの結果のみを生成できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有している
か、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる
必要があります。それ以外の場合は、Security Hub はコントロールに対して結果 WARNING を生
成します。

修正

この問題を修正するためのステップには、Amazon SNS トピック、CloudTrail 追跡、メトリクスフィル
ター、およびメトリクスフィルターのアラームの設定が含まれます。

Amazon SNS トピックを作成するには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
2. すべての CIS アラームを受信する Amazon SNS トピックを作成します。

トピックに少なくとも 1 人の受信者を作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service 開発者ガイド」の「Amazon SNS の開始方法」を参照してください。

次に、すべてのリージョンに適用されるアクティブな CloudTrail を設定します。これを行うには、the 
section called “2.1 - CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する” (p. 549) の修正ス
テップに従います。
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CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。そのロググループに
対してメトリクスフィルターを作成します。

最後に、メトリクスフィルターとアラームを作成します。

メトリクスフィルターとアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Log groups] (ロググループ) を選択します。
3. 作成した CloudTrail 追跡に関連付けられている CloudWatch Logs ロググループのチェックボックスを

選択します。
4. [Actions] (アクション) から、[Create Metric Filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。
5. [Define pattern] (パターンを定義) で、以下の操作を行います。

a. 次のパターンをコピーして、[Filter Pattern] (フィルターパターン) フィールドに貼り付けます。

{($.errorCode="*UnauthorizedOperation") || ($.errorCode="AccessDenied*")}

b. [Next] (次へ) を選択します。
6. [Assign metric] (メトリクスの割り当て) で、以下の操作を行います。

a. [Filter name] (フィルター名) に、メトリクスフィルターの名前を入力します。
b. [Metric namespace] (メトリクス名前空間) に LogMetrics と入力します。

すべての CIS ログメトリクスフィルターに同じ名前空間を使用した場合、すべての CIS 
Benchmark メトリクスがグループ化されます。

c. [Metric name] (メトリクス名) に、メトリクスの名前を入力します。メトリクスの名前を忘れない
でください。アラームの作成時にメトリクスを選択する必要があります。

d. [Metric value] (メトリクス値) に 1 と入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

7. [Review and create] (確認して作成) で、新しいメトリクスフィルター用に入力した情報を確認しま
す。その後、[Create metric filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。

8. [Metric filters] (メトリクスフィルター) タブを選択し、作成したメトリクスフィルターを選択します。

メトリクスフィルターを選択するには、右上のチェックボックスを選択します。
9. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。
10. [Specify metric and conditions] (メトリクスと条件の指定) で、以下の操作を行います。

a. [Metric] (メトリクス) の [Statistic] (統計) で、[Average] (平均) を選択します。使用可能な統計の詳
細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「統計」を参照してください。

b. [Conditions] (条件) の [Threshold] (しきい値) で、[Static] (静的) を選択します。
c. [Define the alarm condition] (アラーム条件を定義) で、[Greater/Equal] (より大きい/等しい) を選

択します。
d. [Define the threshold value] (しきい値の定義) で、1 を入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

11. [Configure actions] (アクションの設定) で、次の作業を行います。

a. [Alarm state trigger] (アラーム状態トリガー) で、[In alarm] (アラーム状態) を選択します。
b. [Select an SNS topic] (SNS トピックの選択) で、[Select an existing SNS topic] (既存の SNS ト

ピックの選択) を選択します。
c. [Send a notification to] (通知の送信先) で、前の手順で作成した SNS トピックの名前を入力しま

す。
d. [Next] (次へ) を選択します。
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12. [Add name and description] (名前と説明の追加) に、アラームの [Name] (名前) と [Description] (説明) 
を入力します。例えば、CIS-3.1-UnauthorizedAPICalls です。続いて、[Next] (次へ) を選択し
ます。

13. [Preview and create] (プレビューと作成) で、アラームの設定を確認します。次に [Create alarm] (ア
ラームの作成) を選択します。

3.2 - MFA なしの AWS Management Console サインインに対するログメトリク
スフィルターとアラームが存在することを確認する

重要度: 低

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定すること
により、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。

CIS では、MFA で保護されていないコンソールログインに対するメトリクスフィルターとアラームを作成
することを推奨しています。単一要素のコンソールログインをモニタリングすることにより、MFA によっ
て保護されていないアカウントへの可視性が向上します。

このチェックを実行するために、Security Hub はカスタムロジックを使用して、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.2 のコントロール 3.2 に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規定
された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加の
フィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

Note

Security Hub がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する 
CloudTrail 追跡が検索されます。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可
能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もありま
す。
チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

• 追跡が設定されていません。
• 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール

要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

• マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub は、追跡が基づい
ているリージョンでのみ結果を生成できます。

• マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub は、追跡を所有する
アカウントの結果のみを生成できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有している
か、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる
必要があります。それ以外の場合は、Security Hub はコントロールに対して結果 WARNING を生
成します。

修正

この問題を修正するためのステップには、Amazon SNS トピック、CloudTrail 追跡、メトリクスフィル
ター、およびメトリクスフィルターのアラームの設定が含まれます。
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Amazon SNS トピックを作成するには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
2. すべての CIS アラームを受信する Amazon SNS トピックを作成します。

トピックに少なくとも 1 人の受信者を作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service 開発者ガイド」の「Amazon SNS の開始方法」を参照してください。

次に、すべてのリージョンに適用されるアクティブな CloudTrail を設定します。これを行うには、the 
section called “2.1 - CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する” (p. 549) の修正ス
テップに従います。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。そのロググループに
対してメトリクスフィルターを作成します。

最後に、メトリクスフィルターとアラームを作成します。

メトリクスフィルターとアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Log groups] (ロググループ) を選択します。
3. 作成した CloudTrail 追跡に関連付けられている CloudWatch Logs ロググループのチェックボックスを

選択します。
4. [Actions] (アクション) から、[Create Metric Filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。
5. [Define pattern] (パターンを定義) で、以下の操作を行います。

a. 次のパターンをコピーして、[Filter Pattern] (フィルターパターン) フィールドに貼り付けます。

{ ($.eventName = "ConsoleLogin") && ($.additionalEventData.MFAUsed != "Yes") 
 && ($.userIdentity.type = "IAMUser") && ($.responseElements.ConsoleLogin = 
 "Success") }

b. [Next] (次へ) を選択します。
6. [Assign metric] (メトリクスの割り当て) で、以下の操作を行います。

a. [Filter name] (フィルター名) に、メトリクスフィルターの名前を入力します。
b. [Metric namespace] (メトリクス名前空間) に LogMetrics と入力します。

すべての CIS ログメトリクスフィルターに同じ名前空間を使用した場合、すべての CIS 
Benchmark メトリクスがグループ化されます。

c. [Metric name] (メトリクス名) に、メトリクスの名前を入力します。メトリクスの名前を忘れない
でください。アラームの作成時にメトリクスを選択する必要があります。

d. [Metric value] (メトリクス値) に 1 と入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

7. [Review and create] (確認して作成) で、新しいメトリクスフィルター用に入力した情報を確認しま
す。その後、[Create metric filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。

8. [Metric filters] (メトリクスフィルター) タブを選択し、作成したメトリクスフィルターを選択します。

メトリクスフィルターを選択するには、右上のチェックボックスを選択します。
9. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。
10. [Specify metric and conditions] (メトリクスと条件の指定) で、以下の操作を行います。

a. [Metric] (メトリクス) では、デフォルトの値のままにしておきます。使用可能な統計の詳細につい
ては、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「統計」を参照してください。
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b. [Conditions] (条件) の [Threshold] (しきい値) で、[Static] (静的) を選択します。
c. [Define the alarm condition] (アラーム条件を定義) で、[Greater/Equal] (より大きい/等しい) を選

択します。
d. [Define the threshold value] (しきい値の定義) で、1 を入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

11. [Configure actions] (アクションの設定) で、次の作業を行います。

a. [Alarm state trigger] (アラーム状態トリガー) で、[In alarm] (アラーム状態) を選択します。
b. [Select an SNS topic] (SNS トピックの選択) で、[Select an existing SNS topic] (既存の SNS ト

ピックの選択) を選択します。
c. [Send a notification to] (通知の送信先) で、前の手順で作成した SNS トピックの名前を入力しま

す。
d. [Next] (次へ) を選択します。

12. [Add name and description] (名前と説明の追加) に、アラームの [Name] (名前) と [Description] (説明) 
を入力します。例えば、CIS-3.2-ConsoleSigninWithoutMFA です。続いて、[Next] (次へ) を選
択します。

13. [Preview and create] (プレビューと作成) で、アラームの設定を確認します。次に [Create alarm] (ア
ラームの作成) を選択します。

3.3 – 「ルート」アカウントの使用に対するログメトリクスフィルターとアラーム
が存在することを確認する

重要度: 低

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定すること
により、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。

CIS は、ルートユーザーログインの試行用に、メトリクスフィルターとアラームを作成することを推奨し
ています。ルートユーザーのログインをモニタリングすることで、完全な特権が付与されたアカウントの
使用状況を可視化することができ、その使用を減らす機会が得られます。

このチェックを実行するために、Security Hub はカスタムロジックを使用して、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.2 のコントロール 3.3 に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規定
された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加の
フィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

Note

Security Hub がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する 
CloudTrail 追跡が検索されます。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可
能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もありま
す。
チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

• 追跡が設定されていません。
• 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール

要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。
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• マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub は、追跡が基づい
ているリージョンでのみ結果を生成できます。

• マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub は、追跡を所有する
アカウントの結果のみを生成できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有している
か、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる
必要があります。それ以外の場合は、Security Hub はコントロールに対して結果 WARNING を生
成します。

修正

この問題を修正するためのステップには、Amazon SNS トピック、CloudTrail 追跡、メトリクスフィル
ター、およびメトリクスフィルターのアラームの設定が含まれます。

Amazon SNS トピックを作成するには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
2. すべての CIS アラームを受信する Amazon SNS トピックを作成します。

トピックに少なくとも 1 人の受信者を作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service 開発者ガイド」の「Amazon SNS の開始方法」を参照してください。

次に、すべてのリージョンに適用されるアクティブな CloudTrail を設定します。これを行うには、the 
section called “2.1 - CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する” (p. 549) の修正ス
テップに従います。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。そのロググループに
対してメトリクスフィルターを作成します。

最後に、メトリクスフィルターとアラームを作成します。

メトリクスフィルターとアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Log groups] (ロググループ) を選択します。
3. 作成した CloudTrail 追跡に関連付けられている CloudWatch Logs ロググループのチェックボックスを

選択します。
4. [Actions] (アクション) から、[Create Metric Filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。
5. [Define pattern] (パターンを定義) で、以下の操作を行います。

a. 次のパターンをコピーして、[Filter Pattern] (フィルターパターン) フィールドに貼り付けます。

{$.userIdentity.type="Root" && $.userIdentity.invokedBy NOT EXISTS && $.eventType !
="AwsServiceEvent"}

b. [Next] (次へ) を選択します。
6. [Assign metric] (メトリクスの割り当て) で、以下の操作を行います。

a. [Filter name] (フィルター名) に、メトリクスフィルターの名前を入力します。
b. [Metric namespace] (メトリクス名前空間) に LogMetrics と入力します。

すべての CIS ログメトリクスフィルターに同じ名前空間を使用した場合、すべての CIS 
Benchmark メトリクスがグループ化されます。
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c. [Metric name] (メトリクス名) に、メトリクスの名前を入力します。メトリクスの名前を忘れない
でください。アラームの作成時にメトリクスを選択する必要があります。

d. [Metric value] (メトリクス値) に 1 と入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

7. [Review and create] (確認して作成) で、新しいメトリクスフィルター用に入力した情報を確認しま
す。その後、[Create metric filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。

8. [Metric filters] (メトリクスフィルター) タブを選択し、作成したメトリクスフィルターを選択します。

メトリクスフィルターを選択するには、右上のチェックボックスを選択します。
9. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。
10. [Specify metric and conditions] (メトリクスと条件の指定) で、以下の操作を行います。

a. [Metric] (メトリクス) では、デフォルトの値のままにしておきます。使用可能な統計の詳細につい
ては、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「統計」を参照してください。

b. [Conditions] (条件) の [Threshold] (しきい値) で、[Static] (静的) を選択します。
c. [Define the alarm condition] (アラーム条件を定義) で、[Greater/Equal] (より大きい/等しい) を選

択します。
d. [Define the threshold value] (しきい値の定義) で、1 を入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

11. [Configure actions] (アクションの設定) で、次の作業を行います。

a. [Alarm state trigger] (アラーム状態トリガー) で、[In alarm] (アラーム状態) を選択します。
b. [Select an SNS topic] (SNS トピックの選択) で、[Select an existing SNS topic] (既存の SNS ト

ピックの選択) を選択します。
c. [Send a notification to] (通知の送信先) で、前の手順で作成した SNS トピックの名前を入力しま

す。
d. [Next] (次へ) を選択します。

12. [Add name and description] (名前と説明の追加) に、アラームの [Name] (名前) と [Description] (説明) 
を入力します。例えば、RootAccountUsage です。続いて、[Next] (次へ) を選択します。

13. [Preview and create] (プレビューと作成) で、アラームの設定を確認します。次に [Create alarm] (ア
ラームの作成) を選択します。

3.4 - IAM ポリシーの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在す
ることを確認する

重要度: 低

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定すること
により、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。

CIS では、IAM ポリシーに加えられた変更に対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを推
奨しています。これらの変更をモニタリングすることで、認証と認可の管理が損なわれないようにできま
す。

このチェックを実行するために、Security Hub はカスタムロジックを使用して、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.2 のコントロール 3.4 に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規定
された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加の
フィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。
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Note

Security Hub がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する 
CloudTrail 追跡が検索されます。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可
能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もありま
す。
チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

• 追跡が設定されていません。
• 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール

要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

• マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub は、追跡が基づい
ているリージョンでのみ結果を生成できます。

• マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub は、追跡を所有する
アカウントの結果のみを生成できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有している
か、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる
必要があります。それ以外の場合は、Security Hub はコントロールに対して結果 WARNING を生
成します。

修正

この問題を修正するためのステップには、Amazon SNS トピック、CloudTrail 追跡、メトリクスフィル
ター、およびメトリクスフィルターのアラームの設定が含まれます。

アラームは、特定の API オペレーションを名前でチェックすることに注意してください。該当するオペ
レーションの 1 つは DeletePolicy です。アラームは、コールが IAM から発行されたかどうかをチェッ
クしません。このため、Auto Scaling が DeletePolicy を呼び出した場合にもアラームがトリガーされ
ます。

Amazon SNS トピックを作成するには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
2. すべての CIS アラームを受信する Amazon SNS トピックを作成します。

トピックに少なくとも 1 人の受信者を作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service 開発者ガイド」の「Amazon SNS の開始方法」を参照してください。

次に、すべてのリージョンに適用されるアクティブな CloudTrail を設定します。これを行うには、the 
section called “2.1 - CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する” (p. 549) の修正ス
テップに従います。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。そのロググループに
対してメトリクスフィルターを作成します。

最後に、メトリクスフィルターとアラームを作成します。

メトリクスフィルターとアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Log groups] (ロググループ) を選択します。
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3. 作成した CloudTrail 追跡に関連付けられている CloudWatch Logs ロググループのチェックボックスを
選択します。

4. [Actions] (アクション) から、[Create Metric Filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。
5. [Define pattern] (パターンを定義) で、以下の操作を行います。

a. 次のパターンをコピーして、[Filter Pattern] (フィルターパターン) フィールドに貼り付けます。

{($.eventName=DeleteGroupPolicy) || ($.eventName=DeleteRolePolicy) 
 || ($.eventName=DeleteUserPolicy) || ($.eventName=PutGroupPolicy) 
 || ($.eventName=PutRolePolicy) || ($.eventName=PutUserPolicy) 
 || ($.eventName=CreatePolicy) || ($.eventName=DeletePolicy) || 
 ($.eventName=CreatePolicyVersion) || ($.eventName=DeletePolicyVersion) 
 || ($.eventName=AttachRolePolicy) || ($.eventName=DetachRolePolicy) 
 || ($.eventName=AttachUserPolicy) || ($.eventName=DetachUserPolicy) || 
 ($.eventName=AttachGroupPolicy) || ($.eventName=DetachGroupPolicy)}

b. [Next] (次へ) を選択します。
6. [Assign metric] (メトリクスの割り当て) で、以下の操作を行います。

a. [Filter name] (フィルター名) に、メトリクスフィルターの名前を入力します。
b. [Metric namespace] (メトリクス名前空間) に LogMetrics と入力します。

すべての CIS ログメトリクスフィルターに同じ名前空間を使用した場合、すべての CIS 
Benchmark メトリクスがグループ化されます。

c. [Metric name] (メトリクス名) に、メトリクスの名前を入力します。メトリクスの名前を忘れない
でください。アラームの作成時にメトリクスを選択する必要があります。

d. [Metric value] (メトリクス値) に 1 と入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

7. [Review and create] (確認して作成) で、新しいメトリクスフィルター用に入力した情報を確認しま
す。その後、[Create metric filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。

8. [Metric filters] (メトリクスフィルター) タブを選択し、作成したメトリクスフィルターを選択します。

メトリクスフィルターを選択するには、右上のチェックボックスを選択します。
9. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。
10. [Specify metric and conditions] (メトリクスと条件の指定) で、以下の操作を行います。

a. [Metric] (メトリクス) の [Statistic] (統計) で、[Average] (平均) を選択します。使用可能な統計の詳
細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「統計」を参照してください。

b. [Conditions] (条件) の [Threshold] (しきい値) で、[Static] (静的) を選択します。
c. [Define the alarm condition] (アラーム条件を定義) で、[Greater/Equal] (より大きい/等しい) を選

択します。
d. [Define the threshold value] (しきい値の定義) で、1 を入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

11. [Configure actions] (アクションの設定) で、次の作業を行います。

a. [Alarm state trigger] (アラーム状態トリガー) で、[In alarm] (アラーム状態) を選択します。
b. [Select an SNS topic] (SNS トピックの選択) で、[Select an existing SNS topic] (既存の SNS ト

ピックの選択) を選択します。
c. [Send a notification to] (通知の送信先) で、前の手順で作成した SNS トピックの名前を入力しま

す。
d. [Next] (次へ) を選択します。

12. [Add name and description] (名前と説明の追加) に、アラームの [Name] (名前) と [Description] (説明) 
を入力します。例えば、CIS-3.4-IAMPolicyChanges です。続いて、[Next] (次へ) を選択します。
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13. [Preview and create] (プレビューと作成) で、アラームの設定を確認します。次に [Create alarm] (ア
ラームの作成) を選択します。

3.5 - CloudTrail 設定の変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在
することを確認する

重要度: 低

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定すること
により、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。

CIS では、CloudTrail 構成設定の変更に対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを推奨し
ています。これらの変更をモニタリングすることで、アカウント内のアクティビティを継続的に可視化で
きます。

このチェックを実行するために、Security Hub はカスタムロジックを使用して、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.2 のコントロール 3.5 に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規定
された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加の
フィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

Note

Security Hub がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する 
CloudTrail 追跡が検索されます。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可
能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もありま
す。
チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

• 追跡が設定されていません。
• 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール

要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

• マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub は、追跡が基づい
ているリージョンでのみ結果を生成できます。

• マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub は、追跡を所有する
アカウントの結果のみを生成できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有している
か、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる
必要があります。それ以外の場合は、Security Hub はコントロールに対して結果 WARNING を生
成します。

修正

この問題を修正するためのステップには、Amazon SNS トピック、CloudTrail 追跡、メトリクスフィル
ター、およびメトリクスフィルターのアラームの設定が含まれます。

Amazon SNS トピックを作成するには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
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2. すべての CIS アラームを受信する Amazon SNS トピックを作成します。

トピックに少なくとも 1 人の受信者を作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service 開発者ガイド」の「Amazon SNS の開始方法」を参照してください。

次に、すべてのリージョンに適用されるアクティブな CloudTrail を設定します。これを行うには、the 
section called “2.1 - CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する” (p. 549) の修正ス
テップに従います。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。そのロググループに
対してメトリクスフィルターを作成します。

最後に、メトリクスフィルターとアラームを作成します。

メトリクスフィルターとアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Log groups] (ロググループ) を選択します。
3. 作成した CloudTrail 追跡に関連付けられている CloudWatch Logs ロググループのチェックボックスを

選択します。
4. [Actions] (アクション) から、[Create Metric Filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。
5. [Define pattern] (パターンを定義) で、以下の操作を行います。

a. 次のパターンをコピーして、[Filter Pattern] (フィルターパターン) フィールドに貼り付けます。

{($.eventName=CreateTrail) || ($.eventName=UpdateTrail) || 
 ($.eventName=DeleteTrail) || ($.eventName=StartLogging) || 
 ($.eventName=StopLogging)}

b. [Next] (次へ) を選択します。
6. [Assign metric] (メトリクスの割り当て) で、以下の操作を行います。

a. [Filter name] (フィルター名) に、メトリクスフィルターの名前を入力します。
b. [Metric namespace] (メトリクス名前空間) に LogMetrics と入力します。

すべての CIS ログメトリクスフィルターに同じ名前空間を使用した場合、すべての CIS 
Benchmark メトリクスがグループ化されます。

c. [Metric name] (メトリクス名) に、メトリクスの名前を入力します。メトリクスの名前を忘れない
でください。アラームの作成時にメトリクスを選択する必要があります。

d. [Metric value] (メトリクス値) に 1 と入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

7. [Review and create] (確認して作成) で、新しいメトリクスフィルター用に入力した情報を確認しま
す。その後、[Create metric filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。

8. [Metric filters] (メトリクスフィルター) タブを選択し、作成したメトリクスフィルターを選択します。

メトリクスフィルターを選択するには、右上のチェックボックスを選択します。
9. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。
10. [Specify metric and conditions] (メトリクスと条件の指定) で、以下の操作を行います。

a. [Metric] (メトリクス) では、デフォルトの値のままにしておきます。使用可能な統計の詳細につい
ては、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「統計」を参照してください。

b. [Conditions] (条件) の [Threshold] (しきい値) で、[Static] (静的) を選択します。
c. [Define the alarm condition] (アラーム条件を定義) で、[Greater/Equal] (より大きい/等しい) を選

択します。
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d. [Define the threshold value] (しきい値の定義) で、1 を入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

11. [Configure actions] (アクションの設定) で、次の作業を行います。

a. [Alarm state trigger] (アラーム状態トリガー) で、[In alarm] (アラーム状態) を選択します。
b. [Select an SNS topic] (SNS トピックの選択) で、[Select an existing SNS topic] (既存の SNS ト

ピックの選択) を選択します。
c. [Send a notification to] (通知の送信先) で、前の手順で作成した SNS トピックの名前を入力しま

す。
d. [Next] (次へ) を選択します。

12. [Add name and description] (名前と説明の追加) に、アラームの [Name] (名前) と [Description] (説明) 
を入力します。例えば、CIS-3.5-CloudTrailChanges です。続いて、[Next] (次へ) を選択しま
す。

13. [Preview and create] (プレビューと作成) で、アラームの設定を確認します。次に [Create alarm] (ア
ラームの作成) を選択します。

3.6 - AWS Management Console 認証の失敗に対するログメトリクスフィルター
とアラームが存在することを確認する

重要度: 低

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定すること
により、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。

CIS では、コンソール認証の試行の失敗に対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを推奨
しています。コンソールログインの失敗をモニタリングすることにより、認証情報へのブルートフォース
攻撃の試行の検出にかかるリードタイムを短縮できる可能性があり、ソース IP などの、他のイベント相関
で使用できるインジケータが得られる可能性もあります。

このチェックを実行するために、Security Hub はカスタムロジックを使用して、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.2 のコントロール 3.6 に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規定
された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加の
フィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

Note

Security Hub がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する 
CloudTrail 追跡が検索されます。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可
能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もありま
す。
チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

• 追跡が設定されていません。
• 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール

要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

• マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub は、追跡が基づい
ているリージョンでのみ結果を生成できます。
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• マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub は、追跡を所有する
アカウントの結果のみを生成できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有している
か、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる
必要があります。それ以外の場合は、Security Hub はコントロールに対して結果 WARNING を生
成します。

修正

この問題を修正するためのステップには、Amazon SNS トピック、CloudTrail 追跡、メトリクスフィル
ター、およびメトリクスフィルターのアラームの設定が含まれます。

Amazon SNS トピックを作成するには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
2. すべての CIS アラームを受信する Amazon SNS トピックを作成します。

トピックに少なくとも 1 人の受信者を作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service 開発者ガイド」の「Amazon SNS の開始方法」を参照してください。

次に、すべてのリージョンに適用されるアクティブな CloudTrail を設定します。これを行うには、the 
section called “2.1 - CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する” (p. 549) の修正ス
テップに従います。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。そのロググループに
対してメトリクスフィルターを作成します。

最後に、メトリクスフィルターとアラームを作成します。

メトリクスフィルターとアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Log groups] (ロググループ) を選択します。
3. 作成した CloudTrail 追跡に関連付けられている CloudWatch Logs ロググループのチェックボックスを

選択します。
4. [Actions] (アクション) から、[Create Metric Filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。
5. [Define pattern] (パターンを定義) で、以下の操作を行います。

a. 次のパターンをコピーして、[Filter Pattern] (フィルターパターン) フィールドに貼り付けます。

{($.eventName=ConsoleLogin) && ($.errorMessage="Failed authentication")}

b. [Next] (次へ) を選択します。
6. [Assign metric] (メトリクスの割り当て) で、以下の操作を行います。

a. [Filter name] (フィルター名) に、メトリクスフィルターの名前を入力します。
b. [Metric namespace] (メトリクス名前空間) に LogMetrics と入力します。

すべての CIS ログメトリクスフィルターに同じ名前空間を使用した場合、すべての CIS 
Benchmark メトリクスがグループ化されます。

c. [Metric name] (メトリクス名) に、メトリクスの名前を入力します。メトリクスの名前を忘れない
でください。アラームの作成時にメトリクスを選択する必要があります。

d. [Metric value] (メトリクス値) に 1 と入力します。
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e. [Next] (次へ) を選択します。
7. [Review and create] (確認して作成) で、新しいメトリクスフィルター用に入力した情報を確認しま

す。その後、[Create metric filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。
8. [Metric filters] (メトリクスフィルター) タブを選択し、作成したメトリクスフィルターを選択します。

メトリクスフィルターを選択するには、右上のチェックボックスを選択します。
9. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。
10. [Specify metric and conditions] (メトリクスと条件の指定) で、以下の操作を行います。

a. [Metric] (メトリクス) では、デフォルトの値のままにしておきます。使用可能な統計の詳細につい
ては、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「統計」を参照してください。

b. [Conditions] (条件) の [Threshold] (しきい値) で、[Static] (静的) を選択します。
c. [Define the alarm condition] (アラーム条件を定義) で、[Greater/Equal] (より大きい/等しい) を選

択します。
d. [Define the threshold value] (しきい値の定義) で、1 を入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

11. [Configure actions] (アクションの設定) で、次の作業を行います。

a. [Alarm state trigger] (アラーム状態トリガー) で、[In alarm] (アラーム状態) を選択します。
b. [Select an SNS topic] (SNS トピックの選択) で、[Select an existing SNS topic] (既存の SNS ト

ピックの選択) を選択します。
c. [Send a notification to] (通知の送信先) で、前の手順で作成した SNS トピックの名前を入力しま

す。
d. [Next] (次へ) を選択します。

12. [Add name and description] (名前と説明の追加) に、アラームの [Name] (名前) と [Description] (説明) 
を入力します。例えば、CIS-3.6-ConsoleAuthenticationFailure です。続いて、[Next] (次へ) 
を選択します。

13. [Preview and create] (プレビューと作成) で、アラームの設定を確認します。次に [Create alarm] (ア
ラームの作成) を選択します。

3.7 - カスタマーマネージドキーの無効化またはスケジュールされた削除に対する
ログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認する

重要度: 低

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定すること
により、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。

CIS では、状態が無効またはスケジュールされた削除に変更されたカスタマーマネージドキーに対するメ
トリクスフィルターとアラームを作成することを推奨しています。無効になっているか、または削除され
たキーで暗号化されたデータには、アクセスできなくなります。

このチェックを実行するために、Security Hub はカスタムロジックを使用して、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.2 のコントロール 3.7 に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS に
よって規定された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは
失敗します。追加のフィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできませ
ん。ExcludeManagementEventSources が kms.amazonaws.com を含む場合も、コントロールは失敗
します。
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Note

Security Hub がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する 
CloudTrail 追跡が検索されます。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可
能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もありま
す。
チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

• 追跡が設定されていません。
• 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール

要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

• マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub は、追跡が基づい
ているリージョンでのみ結果を生成できます。

• マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub は、追跡を所有する
アカウントの結果のみを生成できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有している
か、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる
必要があります。それ以外の場合は、Security Hub はコントロールに対して結果 WARNING を生
成します。

修正

この問題を修正するためのステップには、Amazon SNS トピック、CloudTrail 追跡、メトリクスフィル
ター、およびメトリクスフィルターのアラームの設定が含まれます。

Amazon SNS トピックを作成するには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
2. すべての CIS アラームを受信する Amazon SNS トピックを作成します。

トピックに少なくとも 1 人の受信者を作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service 開発者ガイド」の「Amazon SNS の開始方法」を参照してください。

次に、すべてのリージョンに適用されるアクティブな CloudTrail を設定します。これを行うには、the 
section called “2.1 - CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する” (p. 549) の修正ス
テップに従います。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。そのロググループに
対してメトリクスフィルターを作成します。

最後に、メトリクスフィルターとアラームを作成します。

メトリクスフィルターとアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Log groups] (ロググループ) を選択します。
3. 作成した CloudTrail 追跡に関連付けられている CloudWatch Logs ロググループのチェックボックスを

選択します。
4. [Actions] (アクション) から、[Create Metric Filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。
5. [Define pattern] (パターンを定義) で、以下の操作を行います。
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a. 次のパターンをコピーして、[Filter Pattern] (フィルターパターン) フィールドに貼り付けます。

{($.eventSource=kms.amazonaws.com) && (($.eventName=DisableKey) || 
 ($.eventName=ScheduleKeyDeletion))}

b. [Next] (次へ) を選択します。
6. [Assign metric] (メトリクスの割り当て) で、以下の操作を行います。

a. [Filter name] (フィルター名) に、メトリクスフィルターの名前を入力します。
b. [Metric namespace] (メトリクス名前空間) に LogMetrics と入力します。

すべての CIS ログメトリクスフィルターに同じ名前空間を使用した場合、すべての CIS 
Benchmark メトリクスがグループ化されます。

c. [Metric name] (メトリクス名) に、メトリクスの名前を入力します。メトリクスの名前を忘れない
でください。アラームの作成時にメトリクスを選択する必要があります。

d. [Metric value] (メトリクス値) に 1 と入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

7. [Review and create] (確認して作成) で、新しいメトリクスフィルター用に入力した情報を確認しま
す。その後、[Create metric filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。

8. [Metric filters] (メトリクスフィルター) タブを選択し、作成したメトリクスフィルターを選択します。

メトリクスフィルターを選択するには、右上のチェックボックスを選択します。
9. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。
10. [Specify metric and conditions] (メトリクスと条件の指定) で、以下の操作を行います。

a. [Metric] (メトリクス) では、デフォルトの値のままにしておきます。使用可能な統計の詳細につい
ては、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「統計」を参照してください。

b. [Conditions] (条件) の [Threshold] (しきい値) で、[Static] (静的) を選択します。
c. [Define the alarm condition] (アラーム条件を定義) で、[Greater/Equal] (より大きい/等しい) を選

択します。
d. [Define the threshold value] (しきい値の定義) で、1 を入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

11. [Configure actions] (アクションの設定) で、次の作業を行います。

a. [Alarm state trigger] (アラーム状態トリガー) で、[In alarm] (アラーム状態) を選択します。
b. [Select an SNS topic] (SNS トピックの選択) で、[Select an existing SNS topic] (既存の SNS ト

ピックの選択) を選択します。
c. [Send a notification to] (通知の送信先) で、前の手順で作成した SNS トピックの名前を入力しま

す。
d. [Next] (次へ) を選択します。

12. [Add name and description] (名前と説明の追加) に、アラームの [Name] (名前) と [Description] (説明) 
を入力します。例えば、CIS-3.7-DisableOrDeleteCMK です。続いて、[Next] (次へ) を選択しま
す。

13. [Preview and create] (プレビューと作成) で、アラームの設定を確認します。次に [Create alarm] (ア
ラームの作成) を選択します。

3.8 - S3 バケットポリシーの変更に対するログメトリクスフィルターとアラーム
が存在することを確認する
重要度: 低

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub ルール)
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スケジュールタイプ: 定期的

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定すること
により、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。

CIS では、S3 バケットポリシーの変更に対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを推奨し
ています。これらの変更をモニタリングすることで、機密性の高い S3 バケットの過剰な権限のあるポリ
シーを検出して修正するまでの時間を短縮できます。

このチェックを実行するために、Security Hub はカスタムロジックを使用して、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.2 のコントロール 3.8 に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規定
された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加の
フィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

Note

Security Hub がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する 
CloudTrail 追跡が検索されます。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可
能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もありま
す。
チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

• 追跡が設定されていません。
• 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール

要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

• マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub は、追跡が基づい
ているリージョンでのみ結果を生成できます。

• マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub は、追跡を所有する
アカウントの結果のみを生成できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有している
か、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる
必要があります。それ以外の場合は、Security Hub はコントロールに対して結果 WARNING を生
成します。

修正

この問題を修正するためのステップには、Amazon SNS トピック、CloudTrail 追跡、メトリクスフィル
ター、およびメトリクスフィルターのアラームの設定が含まれます。

Amazon SNS トピックを作成するには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
2. すべての CIS アラームを受信する Amazon SNS トピックを作成します。

トピックに少なくとも 1 人の受信者を作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service 開発者ガイド」の「Amazon SNS の開始方法」を参照してください。

次に、すべてのリージョンに適用されるアクティブな CloudTrail を設定します。これを行うには、the 
section called “2.1 - CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する” (p. 549) の修正ス
テップに従います。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。そのロググループに
対してメトリクスフィルターを作成します。
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最後に、メトリクスフィルターとアラームを作成します。

メトリクスフィルターとアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Log groups] (ロググループ) を選択します。
3. 作成した CloudTrail 追跡に関連付けられている CloudWatch Logs ロググループのチェックボックスを

選択します。
4. [Actions] (アクション) から、[Create Metric Filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。
5. [Define pattern] (パターンを定義) で、以下の操作を行います。

a. 次のパターンをコピーして、[Filter Pattern] (フィルターパターン) フィールドに貼り付けます。

{($.eventSource=s3.amazonaws.com) && (($.eventName=PutBucketAcl) 
 || ($.eventName=PutBucketPolicy) || ($.eventName=PutBucketCors) || 
 ($.eventName=PutBucketLifecycle) || ($.eventName=PutBucketReplication) 
 || ($.eventName=DeleteBucketPolicy) || ($.eventName=DeleteBucketCors) || 
 ($.eventName=DeleteBucketLifecycle) || ($.eventName=DeleteBucketReplication))}

b. [Next] (次へ) を選択します。
6. [Assign metric] (メトリクスの割り当て) で、以下の操作を行います。

a. [Filter name] (フィルター名) に、メトリクスフィルターの名前を入力します。
b. [Metric namespace] (メトリクス名前空間) に LogMetrics と入力します。

すべての CIS ログメトリクスフィルターに同じ名前空間を使用した場合、すべての CIS 
Benchmark メトリクスがグループ化されます。

c. [Metric name] (メトリクス名) に、メトリクスの名前を入力します。メトリクスの名前を忘れない
でください。アラームの作成時にメトリクスを選択する必要があります。

d. [Metric value] (メトリクス値) に 1 と入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

7. [Review and create] (確認して作成) で、新しいメトリクスフィルター用に入力した情報を確認しま
す。その後、[Create metric filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。

8. [Metric filters] (メトリクスフィルター) タブを選択し、作成したメトリクスフィルターを選択します。

メトリクスフィルターを選択するには、右上のチェックボックスを選択します。
9. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。
10. [Specify metric and conditions] (メトリクスと条件の指定) で、以下の操作を行います。

a. [Metric] (メトリクス) の [Statistic] (統計) で、[Average] (平均) を選択します。使用可能な統計の詳
細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「統計」を参照してください。

b. [Conditions] (条件) の [Threshold] (しきい値) で、[Static] (静的) を選択します。
c. [Define the alarm condition] (アラーム条件を定義) で、[Greater/Equal] (より大きい/等しい) を選

択します。
d. [Define the threshold value] (しきい値の定義) で、1 を入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

11. [Configure actions] (アクションの設定) で、次の作業を行います。

a. [Alarm state trigger] (アラーム状態トリガー) で、[In alarm] (アラーム状態) を選択します。
b. [Select an SNS topic] (SNS トピックの選択) で、[Select an existing SNS topic] (既存の SNS ト

ピックの選択) を選択します。
c. [Send a notification to] (通知の送信先) で、前の手順で作成した SNS トピックの名前を入力しま

す。
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d. [Next] (次へ) を選択します。
12. [Add name and description] (名前と説明の追加) に、アラームの [Name] (名前) と [Description] (説明) 

を入力します。例えば、CIS-3.8-S3BucketPolicyChanges です。続いて、[Next] (次へ) を選択し
ます。

13. [Preview and create] (プレビューと作成) で、アラームの設定を確認します。次に [Create alarm] (ア
ラームの作成) を選択します。

3.9 - AWS Config 設定の変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存
在することを確認する
重要度: 低

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定すること
により、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。

CIS では、AWS Config 構成設定の変更に対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを推奨
しています。これらの変更をモニタリングすることで、アカウント内の設定項目を継続的に可視化できま
す。

このチェックを実行するために、Security Hub はカスタムロジックを使用して、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.2 のコントロール 3.9 に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規定
された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加の
フィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

Note

Security Hub がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する 
CloudTrail 追跡が検索されます。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可
能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もありま
す。
チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

• 追跡が設定されていません。
• 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール

要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

• マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub は、追跡が基づい
ているリージョンでのみ結果を生成できます。

• マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub は、追跡を所有する
アカウントの結果のみを生成できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有している
か、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる
必要があります。それ以外の場合は、Security Hub はコントロールに対して結果 WARNING を生
成します。

修正

この問題を修正するためのステップには、Amazon SNS トピック、CloudTrail 追跡、メトリクスフィル
ター、およびメトリクスフィルターのアラームの設定が含まれます。
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Amazon SNS トピックを作成するには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
2. すべての CIS アラームを受信する Amazon SNS トピックを作成します。

トピックに少なくとも 1 人の受信者を作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service 開発者ガイド」の「Amazon SNS の開始方法」を参照してください。

次に、すべてのリージョンに適用されるアクティブな CloudTrail を設定します。これを行うには、the 
section called “2.1 - CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する” (p. 549) の修正ス
テップに従います。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。そのロググループに
対してメトリクスフィルターを作成します。

最後に、メトリクスフィルターとアラームを作成します。

メトリクスフィルターとアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Log groups] (ロググループ) を選択します。
3. 作成した CloudTrail 追跡に関連付けられている CloudWatch Logs ロググループのチェックボックスを

選択します。
4. [Actions] (アクション) から、[Create Metric Filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。
5. [Define pattern] (パターンを定義) で、以下の操作を行います。

a. 次のパターンをコピーして、[Filter Pattern] (フィルターパターン) フィールドに貼り付けます。

{($.eventSource=config.amazonaws.com) && (($.eventName=StopConfigurationRecorder) 
 || ($.eventName=DeleteDeliveryChannel) || ($.eventName=PutDeliveryChannel) || 
 ($.eventName=PutConfigurationRecorder))}

b. [Next] (次へ) を選択します。
6. [Assign metric] (メトリクスの割り当て) で、以下の操作を行います。

a. [Filter name] (フィルター名) に、メトリクスフィルターの名前を入力します。
b. [Metric namespace] (メトリクス名前空間) に LogMetrics と入力します。

すべての CIS ログメトリクスフィルターに同じ名前空間を使用した場合、すべての CIS 
Benchmark メトリクスがグループ化されます。

c. [Metric name] (メトリクス名) に、メトリクスの名前を入力します。メトリクスの名前を忘れない
でください。アラームの作成時にメトリクスを選択する必要があります。

d. [Metric value] (メトリクス値) に 1 と入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

7. [Review and create] (確認して作成) で、新しいメトリクスフィルター用に入力した情報を確認しま
す。その後、[Create metric filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。

8. [Metric filters] (メトリクスフィルター) タブを選択し、作成したメトリクスフィルターを選択します。

メトリクスフィルターを選択するには、右上のチェックボックスを選択します。
9. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。
10. [Specify metric and conditions] (メトリクスと条件の指定) で、以下の操作を行います。

a. [Metric] (メトリクス) では、デフォルトの値のままにしておきます。使用可能な統計の詳細につい
ては、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「統計」を参照してください。
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b. [Conditions] (条件) の [Threshold] (しきい値) で、[Static] (静的) を選択します。
c. [Define the alarm condition] (アラーム条件を定義) で、[Greater/Equal] (より大きい/等しい) を選

択します。
d. [Define the threshold value] (しきい値の定義) で、1 を入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

11. [Configure actions] (アクションの設定) で、次の作業を行います。

a. [Alarm state trigger] (アラーム状態トリガー) で、[In alarm] (アラーム状態) を選択します。
b. [Select an SNS topic] (SNS トピックの選択) で、[Select an existing SNS topic] (既存の SNS ト

ピックの選択) を選択します。
c. [Send a notification to] (通知の送信先) で、前の手順で作成した SNS トピックの名前を入力しま

す。
d. [Next] (次へ) を選択します。

12. [Add name and description] (名前と説明の追加) に、アラームの [Name] (名前) と [Description] (説明) 
を入力します。例えば、CIS-3.9-AWSConfigChanges です。続いて、[Next] (次へ) を選択します。

13. [Preview and create] (プレビューと作成) で、アラームの設定を確認します。次に [Create alarm] (ア
ラームの作成) を選択します。

3.10 - セキュリティグループの変更に対するログメトリクスフィルターとアラー
ムが存在することを確認する

重要度: 低

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定すること
により、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。セキュリティグループは、VPC の入力
トラフィックと出力トラフィックを制御するステートフルパケットフィルターです。

CIS では、セキュリティグループの変更に対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを推奨
しています。これらの変更をモニタリングすることにより、リソースやサービスが意図せずに公開されな
いようにできます。

このチェックを実行するために、Security Hub はカスタムロジックを使用して、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.2 のコントロール 3.10 に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規定
された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加の
フィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

Note

Security Hub がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する 
CloudTrail 追跡が検索されます。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可
能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もありま
す。
チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

• 追跡が設定されていません。
• 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール

要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。
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• マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub は、追跡が基づい
ているリージョンでのみ結果を生成できます。

• マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub は、追跡を所有する
アカウントの結果のみを生成できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有している
か、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる
必要があります。それ以外の場合は、Security Hub はコントロールに対して結果 WARNING を生
成します。

修正

この問題を修正するためのステップには、Amazon SNS トピック、CloudTrail 追跡、メトリクスフィル
ター、およびメトリクスフィルターのアラームの設定が含まれます。

Amazon SNS トピックを作成するには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
2. すべての CIS アラームを受信する Amazon SNS トピックを作成します。

トピックに少なくとも 1 人の受信者を作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service 開発者ガイド」の「Amazon SNS の開始方法」を参照してください。

次に、すべてのリージョンに適用されるアクティブな CloudTrail を設定します。これを行うには、the 
section called “2.1 - CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する” (p. 549) の修正ス
テップに従います。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。そのロググループに
対してメトリクスフィルターを作成します。

最後に、メトリクスフィルターとアラームを作成します。

メトリクスフィルターとアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Log groups] (ロググループ) を選択します。
3. 作成した CloudTrail 追跡に関連付けられている CloudWatch Logs ロググループのチェックボックスを

選択します。
4. [Actions] (アクション) から、[Create Metric Filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。
5. [Define pattern] (パターンを定義) で、以下の操作を行います。

a. 次のパターンをコピーして、[Filter Pattern] (フィルターパターン) フィールドに貼り付けます。

{($.eventName=AuthorizeSecurityGroupIngress) 
 || ($.eventName=AuthorizeSecurityGroupEgress) 
 || ($.eventName=RevokeSecurityGroupIngress) || 
 ($.eventName=RevokeSecurityGroupEgress) || ($.eventName=CreateSecurityGroup) || 
 ($.eventName=DeleteSecurityGroup)}

b. [Next] (次へ) を選択します。
6. [Assign metric] (メトリクスの割り当て) で、以下の操作を行います。

a. [Filter name] (フィルター名) に、メトリクスフィルターの名前を入力します。
b. [Metric namespace] (メトリクス名前空間) に LogMetrics と入力します。
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すべての CIS ログメトリクスフィルターに同じ名前空間を使用した場合、すべての CIS 
Benchmark メトリクスがグループ化されます。

c. [Metric name] (メトリクス名) に、メトリクスの名前を入力します。メトリクスの名前を忘れない
でください。アラームの作成時にメトリクスを選択する必要があります。

d. [Metric value] (メトリクス値) に 1 と入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

7. [Review and create] (確認して作成) で、新しいメトリクスフィルター用に入力した情報を確認しま
す。その後、[Create metric filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。

8. [Metric filters] (メトリクスフィルター) タブを選択し、作成したメトリクスフィルターを選択します。

メトリクスフィルターを選択するには、右上のチェックボックスを選択します。
9. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。
10. [Specify metric and conditions] (メトリクスと条件の指定) で、以下の操作を行います。

a. [Metric] (メトリクス) では、デフォルトの値のままにしておきます。使用可能な統計の詳細につい
ては、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「統計」を参照してください。

b. [Conditions] (条件) の [Threshold] (しきい値) で、[Static] (静的) を選択します。
c. [Define the alarm condition] (アラーム条件を定義) で、[Greater/Equal] (より大きい/等しい) を選

択します。
d. [Define the threshold value] (しきい値の定義) で、1 を入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

11. [Configure actions] (アクションの設定) で、次の作業を行います。

a. [Alarm state trigger] (アラーム状態トリガー) で、[In alarm] (アラーム状態) を選択します。
b. [Select an SNS topic] (SNS トピックの選択) で、[Select an existing SNS topic] (既存の SNS ト

ピックの選択) を選択します。
c. [Send a notification to] (通知の送信先) で、前の手順で作成した SNS トピックの名前を入力しま

す。
d. [Next] (次へ) を選択します。

12. [Add name and description] (名前と説明の追加) に、アラームの [Name] (名前) と [Description] (説明) 
を入力します。例えば、CIS-3.10-SecurityGroupChanges です。続いて、[Next] (次へ) を選択し
ます。

13. [Preview and create] (プレビューと作成) で、アラームの設定を確認します。次に [Create alarm] (ア
ラームの作成) を選択します。

3.11 - ネットワークアクセスコントロールリスト (NACL) の変更に対するログメ
トリクスフィルターとアラームが存在することを確認する

重要度: 低

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定するこ
とにより、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。NACL は、VPC 内のサブネットの入
力トラフィックと出力トラフィックを制御するためのステートレスパケットフィルターとして使用されま
す。

CIS では、NACL の変更に対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを推奨しています。こ
れらの変更をモニタリングすることにより、AWS リソースやサービスが意図せずに公開されないようにで
きます。
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このチェックを実行するために、Security Hub はカスタムロジックを使用して、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.2 のコントロール 3.11 に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規定
された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加の
フィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

Note

Security Hub がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する 
CloudTrail 追跡が検索されます。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可
能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もありま
す。
チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

• 追跡が設定されていません。
• 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール

要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

• マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub は、追跡が基づい
ているリージョンでのみ結果を生成できます。

• マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub は、追跡を所有する
アカウントの結果のみを生成できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有している
か、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる
必要があります。それ以外の場合は、Security Hub はコントロールに対して結果 WARNING を生
成します。

修正

この問題を修正するためのステップには、Amazon SNS トピック、CloudTrail 追跡、メトリクスフィル
ター、およびメトリクスフィルターのアラームの設定が含まれます。

Amazon SNS トピックを作成するには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
2. すべての CIS アラームを受信する Amazon SNS トピックを作成します。

トピックに少なくとも 1 人の受信者を作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service 開発者ガイド」の「Amazon SNS の開始方法」を参照してください。

次に、すべてのリージョンに適用されるアクティブな CloudTrail を設定します。これを行うには、the 
section called “2.1 - CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する” (p. 549) の修正ス
テップに従います。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。そのロググループに
対してメトリクスフィルターを作成します。

最後に、メトリクスフィルターとアラームを作成します。

メトリクスフィルターとアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Log groups] (ロググループ) を選択します。
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3. 作成した CloudTrail 追跡に関連付けられている CloudWatch Logs ロググループのチェックボックスを
選択します。

4. [Actions] (アクション) から、[Create Metric Filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。
5. [Define pattern] (パターンを定義) で、以下の操作を行います。

a. 次のパターンをコピーして、[Filter Pattern] (フィルターパターン) フィールドに貼り付けます。

{($.eventName=CreateNetworkAcl) || ($.eventName=CreateNetworkAclEntry) 
 || ($.eventName=DeleteNetworkAcl) || ($.eventName=DeleteNetworkAclEntry) 
 || ($.eventName=ReplaceNetworkAclEntry) || 
 ($.eventName=ReplaceNetworkAclAssociation)}

b. [Next] (次へ) を選択します。
6. [Assign metric] (メトリクスの割り当て) で、以下の操作を行います。

a. [Filter name] (フィルター名) に、メトリクスフィルターの名前を入力します。
b. [Metric namespace] (メトリクス名前空間) に LogMetrics と入力します。

すべての CIS ログメトリクスフィルターに同じ名前空間を使用した場合、すべての CIS 
Benchmark メトリクスがグループ化されます。

c. [Metric name] (メトリクス名) に、メトリクスの名前を入力します。メトリクスの名前を忘れない
でください。アラームの作成時にメトリクスを選択する必要があります。

d. [Metric value] (メトリクス値) に 1 と入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

7. [Review and create] (確認して作成) で、新しいメトリクスフィルター用に入力した情報を確認しま
す。その後、[Create metric filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。

8. [Metric filters] (メトリクスフィルター) タブを選択し、作成したメトリクスフィルターを選択します。

メトリクスフィルターを選択するには、右上のチェックボックスを選択します。
9. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。
10. [Specify metric and conditions] (メトリクスと条件の指定) で、以下の操作を行います。

a. [Metric] (メトリクス) では、デフォルトの値のままにしておきます。使用可能な統計の詳細につい
ては、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「統計」を参照してください。

b. [Conditions] (条件) の [Threshold] (しきい値) で、[Static] (静的) を選択します。
c. [Define the alarm condition] (アラーム条件を定義) で、[Greater/Equal] (より大きい/等しい) を選

択します。
d. [Define the threshold value] (しきい値の定義) で、1 を入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

11. [Configure actions] (アクションの設定) で、次の作業を行います。

a. [Alarm state trigger] (アラーム状態トリガー) で、[In alarm] (アラーム状態) を選択します。
b. [Select an SNS topic] (SNS トピックの選択) で、[Select an existing SNS topic] (既存の SNS ト

ピックの選択) を選択します。
c. [Send a notification to] (通知の送信先) で、前の手順で作成した SNS トピックの名前を入力しま

す。
d. [Next] (次へ) を選択します。

12. [Add name and description] (名前と説明の追加) に、アラームの [Name] (名前) と [Description] (説明) 
を入力します。例えば、CIS-3.11-NetworkACLChanges です。続いて、[Next] (次へ) を選択しま
す。

13. [Preview and create] (プレビューと作成) で、アラームの設定を確認します。次に [Create alarm] (ア
ラームの作成) を選択します。

582

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/cloudwatch_concepts.html#Statistic


AWS Security Hub ユーザーガイド
CIS AWS Foundations Benchmark

3.12 - ネットワークゲートウェイへの変更に対するログメトリクスフィルターと
アラームが存在することを確認する
重要度: 低

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定すること
により、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。ネットワークゲートウェイは、VPC の
外部にある送信先との間でトラフィックを送受信する必要があります。

CIS では、ネットワークゲートウェイの変更に対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを
推奨しています。これらの変更をモニタリングすることにより、すべての入力トラフィックと出力トラ
フィックが制御されたパスを通じて VPC 境界を通過するようになります。

このチェックを実行するために、Security Hub はカスタムロジックを使用して、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.2 のコントロール 3.12 に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規定
された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加の
フィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

Note

Security Hub がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する 
CloudTrail 追跡が検索されます。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可
能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もありま
す。
チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

• 追跡が設定されていません。
• 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール

要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

• マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub は、追跡が基づい
ているリージョンでのみ結果を生成できます。

• マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub は、追跡を所有する
アカウントの結果のみを生成できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有している
か、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる
必要があります。それ以外の場合は、Security Hub はコントロールに対して結果 WARNING を生
成します。

修正

この問題を修正するためのステップには、Amazon SNS トピック、CloudTrail 追跡、メトリクスフィル
ター、およびメトリクスフィルターのアラームの設定が含まれます。

Amazon SNS トピックを作成するには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
2. すべての CIS アラームを受信する Amazon SNS トピックを作成します。

トピックに少なくとも 1 人の受信者を作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service 開発者ガイド」の「Amazon SNS の開始方法」を参照してください。
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次に、すべてのリージョンに適用されるアクティブな CloudTrail を設定します。これを行うには、the 
section called “2.1 - CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する” (p. 549) の修正ス
テップに従います。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。そのロググループに
対してメトリクスフィルターを作成します。

最後に、メトリクスフィルターとアラームを作成します。

メトリクスフィルターとアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Log groups] (ロググループ) を選択します。
3. 作成した CloudTrail 追跡に関連付けられている CloudWatch Logs ロググループのチェックボックスを

選択します。
4. [Actions] (アクション) から、[Create Metric Filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。
5. [Define pattern] (パターンを定義) で、以下の操作を行います。

a. 次のパターンをコピーして、[Filter Pattern] (フィルターパターン) フィールドに貼り付けます。

{($.eventName=CreateCustomerGateway) || ($.eventName=DeleteCustomerGateway) || 
 ($.eventName=AttachInternetGateway) || ($.eventName=CreateInternetGateway) || 
 ($.eventName=DeleteInternetGateway) || ($.eventName=DetachInternetGateway)}

b. [Next] (次へ) を選択します。
6. [Assign metric] (メトリクスの割り当て) で、以下の操作を行います。

a. [Filter name] (フィルター名) に、メトリクスフィルターの名前を入力します。
b. [Metric namespace] (メトリクス名前空間) に LogMetrics と入力します。

すべての CIS ログメトリクスフィルターに同じ名前空間を使用した場合、すべての CIS 
Benchmark メトリクスがグループ化されます。

c. [Metric name] (メトリクス名) に、メトリクスの名前を入力します。メトリクスの名前を忘れない
でください。アラームの作成時にメトリクスを選択する必要があります。

d. [Metric value] (メトリクス値) に 1 と入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

7. [Review and create] (確認して作成) で、新しいメトリクスフィルター用に入力した情報を確認しま
す。その後、[Create metric filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。

8. [Metric filters] (メトリクスフィルター) タブを選択し、作成したメトリクスフィルターを選択します。

メトリクスフィルターを選択するには、右上のチェックボックスを選択します。
9. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。
10. [Specify metric and conditions] (メトリクスと条件の指定) で、以下の操作を行います。

a. [Metric] (メトリクス) では、デフォルトの値のままにしておきます。使用可能な統計の詳細につい
ては、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「統計」を参照してください。

b. [Conditions] (条件) の [Threshold] (しきい値) で、[Static] (静的) を選択します。
c. [Define the alarm condition] (アラーム条件を定義) で、[Greater/Equal] (より大きい/等しい) を選

択します。
d. [Define the threshold value] (しきい値の定義) で、1 を入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

11. [Configure actions] (アクションの設定) で、次の作業を行います。

a. [Alarm state trigger] (アラーム状態トリガー) で、[In alarm] (アラーム状態) を選択します。
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b. [Select an SNS topic] (SNS トピックの選択) で、[Select an existing SNS topic] (既存の SNS ト
ピックの選択) を選択します。

c. [Send a notification to] (通知の送信先) で、前の手順で作成した SNS トピックの名前を入力しま
す。

d. [Next] (次へ) を選択します。
12. [Add name and description] (名前と説明の追加) に、アラームの [Name] (名前) と [Description] (説明) 

を入力します。例えば、CIS-3.12-NetworkGatewayChanges です。続いて、[Next] (次へ) を選択
します。

13. [Preview and create] (プレビューと作成) で、アラームの設定を確認します。次に [Create alarm] (ア
ラームの作成) を選択します。

3.13 - ルートテーブルの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存
在することを確認する

重要度: 低

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定すること
により、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。ルーティングテーブルは、サブネット
間およびネットワークゲートウェイへのネットワークトラフィックをルーティングします。

CIS では、ルートテーブルの変更に対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを推奨してい
ます。これらの変更をモニタリングすることで、すべての VPC トラフィックが確実に想定どおりのパスを
通過するようにできます。

このチェックを実行するために、Security Hub はカスタムロジックを使用して、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.2 のコントロール 3.13 に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規定
された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加の
フィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

Note

Security Hub がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する 
CloudTrail 追跡が検索されます。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可
能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もありま
す。
チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

• 追跡が設定されていません。
• 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール

要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

• マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub は、追跡が基づい
ているリージョンでのみ結果を生成できます。

• マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub は、追跡を所有する
アカウントの結果のみを生成できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有している
か、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる
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必要があります。それ以外の場合は、Security Hub はコントロールに対して結果 WARNING を生
成します。

修正

この問題を修正するためのステップには、Amazon SNS トピック、CloudTrail 追跡、メトリクスフィル
ター、およびメトリクスフィルターのアラームの設定が含まれます。

Amazon SNS トピックを作成するには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
2. すべての CIS アラームを受信する Amazon SNS トピックを作成します。

トピックに少なくとも 1 人の受信者を作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service 開発者ガイド」の「Amazon SNS の開始方法」を参照してください。

次に、すべてのリージョンに適用されるアクティブな CloudTrail を設定します。これを行うには、the 
section called “2.1 - CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する” (p. 549) の修正ス
テップに従います。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。そのロググループに
対してメトリクスフィルターを作成します。

最後に、メトリクスフィルターとアラームを作成します。

メトリクスフィルターとアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Log groups] (ロググループ) を選択します。
3. 作成した CloudTrail 追跡に関連付けられている CloudWatch Logs ロググループのチェックボックスを

選択します。
4. [Actions] (アクション) から、[Create Metric Filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。
5. [Define pattern] (パターンを定義) で、以下の操作を行います。

a. 次のパターンをコピーして、[Filter Pattern] (フィルターパターン) フィールドに貼り付けます。

{($.eventName=CreateRoute) || ($.eventName=CreateRouteTable) || 
 ($.eventName=ReplaceRoute) || ($.eventName=ReplaceRouteTableAssociation) 
 || ($.eventName=DeleteRouteTable) || ($.eventName=DeleteRoute) || 
 ($.eventName=DisassociateRouteTable)}

b. [Next] (次へ) を選択します。
6. [Assign metric] (メトリクスの割り当て) で、以下の操作を行います。

a. [Filter name] (フィルター名) に、メトリクスフィルターの名前を入力します。
b. [Metric namespace] (メトリクス名前空間) に LogMetrics と入力します。

すべての CIS ログメトリクスフィルターに同じ名前空間を使用した場合、すべての CIS 
Benchmark メトリクスがグループ化されます。

c. [Metric name] (メトリクス名) に、メトリクスの名前を入力します。メトリクスの名前を忘れない
でください。アラームの作成時にメトリクスを選択する必要があります。

d. [Metric value] (メトリクス値) に 1 と入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

7. [Review and create] (確認して作成) で、新しいメトリクスフィルター用に入力した情報を確認しま
す。その後、[Create metric filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。

586

https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/sns-getting-started.html#CreateTopic
https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/


AWS Security Hub ユーザーガイド
CIS AWS Foundations Benchmark

8. [Metric filters] (メトリクスフィルター) タブを選択し、作成したメトリクスフィルターを選択します。

メトリクスフィルターを選択するには、右上のチェックボックスを選択します。
9. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。
10. [Specify metric and conditions] (メトリクスと条件の指定) で、以下の操作を行います。

a. [Metric] (メトリクス) の [Statistic] (統計) で、[Average] (平均) を選択します。使用可能な統計の詳
細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「統計」を参照してください。

b. [Conditions] (条件) の [Threshold] (しきい値) で、[Static] (静的) を選択します。
c. [Define the alarm condition] (アラーム条件を定義) で、[Greater/Equal] (より大きい/等しい) を選

択します。
d. [Define the threshold value] (しきい値の定義) で、1 を入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

11. [Configure actions] (アクションの設定) で、次の作業を行います。

a. [Alarm state trigger] (アラーム状態トリガー) で、[In alarm] (アラーム状態) を選択します。
b. [Select an SNS topic] (SNS トピックの選択) で、[Select an existing SNS topic] (既存の SNS ト

ピックの選択) を選択します。
c. [Send a notification to] (通知の送信先) で、前の手順で作成した SNS トピックの名前を入力しま

す。
d. [Next] (次へ) を選択します。

12. [Add name and description] (名前と説明の追加) に、アラームの [Name] (名前) と [Description] (説明) 
を入力します。例えば、CIS-3.13-RouteTableChanges です。続いて、[Next] (次へ) を選択しま
す。

13. [Preview and create] (プレビューと作成) で、アラームの設定を確認します。次に [Create alarm] (ア
ラームの作成) を選択します。

3.14 - VPC の変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在すること
を確認する

重要度: 低

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定すること
により、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。1 つのアカウントに複数の VPC を含め
ることができるのに加えて、2 つの VPC 間にピア接続を作成し、ネットワークトラフィックを VPC 間で
ルーティングすることができます。

CIS では、VPC の変更に対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを推奨しています。これ
らの変更をモニタリングすることで、認証と認可の管理が損なわれないようにできます。

このチェックを実行するために、Security Hub はカスタムロジックを使用して、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.2 のコントロール 3.14 に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規定
された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加の
フィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

Note

Security Hub がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する 
CloudTrail 追跡が検索されます。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可
能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もありま
す。
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チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

• 追跡が設定されていません。
• 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール

要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

• マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub は、追跡が基づい
ているリージョンでのみ結果を生成できます。

• マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub は、追跡を所有する
アカウントの結果のみを生成できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有している
か、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる
必要があります。それ以外の場合は、Security Hub はコントロールに対して結果 WARNING を生
成します。

修正

この問題を修正するためのステップには、Amazon SNS トピック、CloudTrail 追跡、メトリクスフィル
ター、およびメトリクスフィルターのアラームの設定が含まれます。

Amazon SNS トピックを作成するには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
2. すべての CIS アラームを受信する Amazon SNS トピックを作成します。

トピックに少なくとも 1 人の受信者を作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service 開発者ガイド」の「Amazon SNS の開始方法」を参照してください。

次に、すべてのリージョンに適用されるアクティブな CloudTrail を設定します。これを行うには、the 
section called “2.1 - CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する” (p. 549) の修正ス
テップに従います。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。そのロググループに
対してメトリクスフィルターを作成します。

最後に、メトリクスフィルターとアラームを作成します。

メトリクスフィルターとアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Log groups] (ロググループ) を選択します。
3. 作成した CloudTrail 追跡に関連付けられている CloudWatch Logs ロググループのチェックボックスを

選択します。
4. [Actions] (アクション) から、[Create Metric Filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。
5. [Define pattern] (パターンを定義) で、以下の操作を行います。

a. 次のパターンをコピーして、[Filter Pattern] (フィルターパターン) フィールドに貼り付けます。

{($.eventName=CreateVpc) || ($.eventName=DeleteVpc) || 
 ($.eventName=ModifyVpcAttribute) || ($.eventName=AcceptVpcPeeringConnection) 
 || ($.eventName=CreateVpcPeeringConnection) 

588

https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/sns-getting-started.html#CreateTopic
https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/


AWS Security Hub ユーザーガイド
CIS AWS Foundations Benchmark

 || ($.eventName=DeleteVpcPeeringConnection) || 
 ($.eventName=RejectVpcPeeringConnection) || ($.eventName=AttachClassicLinkVpc) 
 || ($.eventName=DetachClassicLinkVpc) || ($.eventName=DisableVpcClassicLink) || 
 ($.eventName=EnableVpcClassicLink)}

b. [Next] (次へ) を選択します。
6. [Assign metric] (メトリクスの割り当て) で、以下の操作を行います。

a. [Filter name] (フィルター名) に、メトリクスフィルターの名前を入力します。
b. [Metric namespace] (メトリクス名前空間) に LogMetrics と入力します。

すべての CIS ログメトリクスフィルターに同じ名前空間を使用した場合、すべての CIS 
Benchmark メトリクスがグループ化されます。

c. [Metric name] (メトリクス名) に、メトリクスの名前を入力します。メトリクスの名前を忘れない
でください。アラームの作成時にメトリクスを選択する必要があります。

d. [Metric value] (メトリクス値) に 1 と入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

7. [Review and create] (確認して作成) で、新しいメトリクスフィルター用に入力した情報を確認しま
す。その後、[Create metric filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。

8. [Metric filters] (メトリクスフィルター) タブを選択し、作成したメトリクスフィルターを選択します。

メトリクスフィルターを選択するには、右上のチェックボックスを選択します。
9. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。
10. [Specify metric and conditions] (メトリクスと条件の指定) で、以下の操作を行います。

a. [Metric] (メトリクス) の [Statistic] (統計) で、[Average] (平均) を選択します。使用可能な統計の詳
細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「統計」を参照してください。

b. [Conditions] (条件) の [Threshold] (しきい値) で、[Static] (静的) を選択します。
c. [Define the alarm condition] (アラーム条件を定義) で、[Greater/Equal] (より大きい/等しい) を選

択します。
d. [Define the threshold value] (しきい値の定義) で、1 を入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

11. [Configure actions] (アクションの設定) で、次の作業を行います。

a. [Alarm state trigger] (アラーム状態トリガー) で、[In alarm] (アラーム状態) を選択します。
b. [Select an SNS topic] (SNS トピックの選択) で、[Select an existing SNS topic] (既存の SNS ト

ピックの選択) を選択します。
c. [Send a notification to] (通知の送信先) で、前の手順で作成した SNS トピックの名前を入力しま

す。
d. [Next] (次へ) を選択します。

12. [Add name and description] (名前と説明の追加) に、アラームの [Name] (名前) と [Description] (説明) 
を入力します。例えば、CIS-3.14-VPCChanges です。続いて、[Next] (次へ) を選択します。

13. [Preview and create] (プレビューと作成) で、アラームの設定を確認します。次に [Create alarm] (ア
ラームの作成) を選択します。

4.1 - どのセキュリティグループも 0.0.0.0/0 からポート 22 への入力を許可してい
ないことを確認する

重要度: 高

AWS Config ルール: restricted-ssh

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合
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セキュリティグループは、AWS リソースへの入力および出力ネットワークトラフィックのステートフル
フィルタリングを提供します。

CIS では、どのセキュリティグループでもポート 22 への無制限の入力アクセスを許可しないことを推奨し
ています。SSH などのリモートコンソールサービスへの自由な接続を制限することにより、サーバーがリ
スクにさらされることを軽減できます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (大阪)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

修正

VPC に関連付けられている各セキュリティグループに対して次のステップを実行します。

1. Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
2. 左側のペインで、[Security groups] (セキュリティグループ) を選択します。
3. セキュリティグループを選択します。
4. ページ下部で、[Inbound Rules] (インバウンドルール) タブを選択します。
5. [Edit rules] (ルールの編集) を選択します。
6. ポート 22 を介したアクセスを許可しているルールを特定し、X を選択してそれを削除します。
7. [Save Rules] (ルールの保存) を選択します。

4.2 - どのセキュリティグループも 0.0.0.0/0 からポート 3389 への入力を許可して
いないことを確認する

重要度: 高

AWS Config ルール: restricted-common-ports

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

関連する AWS Config マネージドルールの名前は  restricted-common-ports です。ただし、作成さ
れるルールには名前 restricted-rdp が使用されます。

セキュリティグループは、AWS リソースへの入力および出力ネットワークトラフィックのステートフル
フィルタリングを提供します。

CIS では、どのセキュリティグループでもポート 3389 への無制限の入力アクセスを許可しないことを推
奨しています。RDP などのリモートコンソールサービスへの自由な接続を制限することにより、サーバー
がリスクにさらされることを軽減できます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (大阪)
• ヨーロッパ (ミラノ)
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• 中東 (アラブ首長国連邦)

修正

VPC に関連付けられている各セキュリティグループに対して次のステップを実行します。

1. Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
2. 左側のペインで、[Security groups] (セキュリティグループ) を選択します。
3. セキュリティグループを選択します。
4. ページ下部で、[Inbound Rules] (インバウンドルール) タブを選択します。
5. [Edit rules] (ルールの編集) を選択します。
6. ポート 3389 を介したアクセスを許可しているルールを特定し、X を選択してそれを削除します。
7. [Save Rules] (ルールの保存) を選択します。

4.3 - すべての VPC のデフォルトセキュリティグループがすべてのトラフィック
を制限していることを確認する

重要度: 高

AWS Config ルール: vpc-default-security-group-closed

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

VPC に用意されているデフォルトのセキュリティグループの初期設定では、すべてのインバウンドトラ
フィックが拒否され、すべてのアウトバウンドトラフィックと、そのセキュリティグループに割り当てら
れているインスタンス間のすべてのトラフィックが許可されます。インスタンスを起動するときにセキュ
リティグループを指定しなかった場合、そのインスタンスはデフォルトのセキュリティグループに自動
的に割り当てられます。セキュリティグループは、AWS リソースへの入力および出力ネットワークトラ
フィックのステートフルフィルタリングを提供します。

CIS では、デフォルトのセキュリティグループがすべてのトラフィックを制限することを推奨していま
す。

ルールに準拠するように、各リージョンのデフォルトの VPC のデフォルトのセキュリティグループを更新
します。すべての新しい VPC には、デフォルトのセキュリティグループが自動的に含まれるため、この推
奨事項に準拠するために修正する必要があります。

Note

この推奨事項を実装するときは、the section called “2.9 - すべての VPC で VPC フローログ記録
が有効であることを確認する ” (p. 557) のために有効になっている VPC フローログ記録を使用
して、システムが正常に動作するために必要な最小特権のポートアクセスを特定できます。VPC 
フローログ記録は、現在のセキュリティグループで発生したすべてのパケットの受け入れと拒否
をログに記録できます。

すべての VPC のデフォルトセキュリティグループですべてのトラフィックを制限するように設定すること
で、最小特権のセキュリティグループの構築と、AWS リソースのセキュリティグループへの注意深い配置
が促進されます。その結果、これらのリソースの露出が減少します。

修正

すべてのアクセスを制限するために、デフォルトのセキュリティグループを更新するには

1. Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
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2. デフォルトのセキュリティグループの詳細を表示して、それらに割り当てられているリソースを確認
します。

3. リソースに対して最小特権のセキュリティグループのセットを作成します。
4. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
5. Amazon EC2 コンソールで、デフォルトのセキュリティグループを使用しているリソースのセキュリ

ティグループを、作成した最小特権のセキュリティグループに変更します。
6. デフォルトのセキュリティグループごとに、[Inbound] (インバウンド) タブを選択し、すべてのインバ

ウンドルールを削除します。
7. デフォルトのセキュリティグループごとに、[Outbound] (アウトバウンド) タブを選択し、すべてのア

ウトバウンドルールを削除します。

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「セキュリティグループの操作」を参照してくださ
い。

CIS AWS Foundations Benchmark v.1.4.0
CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 では、Security Hub は次のコントロールをサポートしています。
各コントロールの重要度、基盤となる AWS Config ルール、スケジュールの種類、修正手順をメモしま
す。

Note

セキュリティのベストプラクティスを常に最新の状態に維持するために、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.4.0 へのアップグレードが推奨されますが、v1.4.0 と v1.2.0 の両方を同時に有効
にすることもできます。詳細については、「セキュリティ標準の無効化または有効化 (p. 348)」
を参照してください。v1.4.0 にアップグレードする場合は、v1.2.0 を無効にするより前に、まず
v1.4.0 を有効にするのが最善です。Security Hub と AWS Organizations との統合を使用して複数
のアカウントを一元管理していて、すべてのアカウントで v1.4.0 を一括で有効にする (必要であ
れば v1.2.0 を無効にする) 場合は、Security Hub マルチアカウントスクリプトを使用できます。

1.4 - ルートアカウントのアクセスキーが存在しないことを確認する

重要度: 非常事態

AWS Config ルール: iam-root-access-key-check

スケジュールタイプ: 定期的

ルートユーザーは、AWS アカウント のすべてのサービスとリソースに対するすべてのアクセス権を持ち
ます。アクセスキーは、特定のアカウントへのプログラムによるアクセスを提供します。

CIS は、ルートユーザーに関連付けられたアクセスキーをすべて削除することを推奨しています。ルート
ユーザーに関連付けられたアクセスキーを削除することで、アカウントを侵害する可能性のあるベクトル
を制限できます。また、ルートユーザーアクセスキーを削除すると、最小特権を持つロールベースのアカ
ウントの、作成と使用も促進されます。

Note

このコントロールは、アジアパシフィック (大阪) または中東 (UAE) ではサポートされていませ
ん。

修正

アクセスキーを削除するには

1. AWS Management Console にサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/
iam/) を開きます。
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ルートユーザーの認証情報を使用します。
2. ページの右上付近にあるアカウント名を選択し、[Security Credentials] (セキュリティ認証情報) を選

択します。
3. [Access keys (access key ID and secret access key)] (アクセスキー (アクセスキー ID とシークレット

アクセスキー)) を選択します。
4. 完全にキーを削除するには、[Delete] (削除) を選択し、次に [Yes] (はい) を選択します。削除したキー

を復元することはできません。
5. ルートユーザーアクセスキーが複数ある場合は、キーごとに手順 4 と 5 を繰り返します。

1.5 – 「ルート」ユーザーアカウントで MFA が有効であることを確認する

重要度: 非常事態

AWS Config ルール: root-account-mfa-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

ルートユーザーは、AWS アカウント のすべてのサービスとリソースへの完全なアクセス権を持ちま
す。MFA は、ユーザー名とパスワードに更なる保護手段を追加します。MFA が有効な場合、ユーザーが 
AWS Management Console にサインインするときに、ユーザー名とパスワードに加えて AWS MFA デバ
イスからの認証コードを求められます。

ルートユーザーに仮想 MFA を使用する場合、CIS は個人用デバイスではないデバイスを使用することを推
奨しています。代わりに、各個人のデバイスとは独立して課金およびセキュリティ保護を維持できるよう
に管理している、専用のモバイルデバイス (タブレットまたは電話) を使用してください。これにより、デ
バイスの紛失、デバイスの下取り、またはデバイスを所有する個人の離職のために MFA へのアクセスが
失われるリスクが軽減されます。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

ルートユーザーで MFA 有効にするには

1. ルートユーザー認証情報を使用してアカウントにログインします。
2. ページの右上隅近くにあるアカウント名を選択し、[My Security Credentials] (セキュリティ認証情報) 

を選択します。
3. ポップアップ警告で、[Continue to Security Credentials] (セキュリティ認証情報に進む) を選択しま

す。
4. [Multi-factor authentication (MFA)] (多要素認証 (MFA)) を選択します。
5. [Activate MFA] (MFA の有効化) を選択します。
6. MFA で使用するデバイスのタイプを選択し、[Continue] (続行) を選択します。
7. 選択に応じて適切にデバイスタイプを設定するステップを完了します。
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1.6 - ハードウェア MFA がルートユーザーアカウントに対して有効であることを確認する (p. 594)
のチェックに成功するうえで最良の結果を得るためには、ハードウェアベースの認証メカニズムを選
択します。

1.6 - ハードウェア MFA がルートユーザーアカウントに対して有効であることを
確認する

重要度: 非常事態

AWS Config ルール: root-account-hardware-mfa-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

ルートユーザーは、AWS アカウント のすべてのサービスとリソースへの完全なアクセス権を持ちま
す。MFA は、ユーザー名とパスワードに更なる保護手段を追加します。MFA が有効な場合、AWS ウェブ
サイトにサインインするときに、ユーザー名とパスワードに加えて、登録された MFA デバイスからの認
証コードを求められます。

最高レベルのセキュリティ (レベル 2) のために、CIS はルートユーザー認証情報をハードウェア MFA を
使って保護することを推奨しています。ハードウェア MFA では、仮想 MFA よりも攻撃対象領域が小さく
なります。例えば、ハードウェア MFA には、仮想 MFA が存在しているモバイルスマートフォンによって
導入される攻撃対象領域はありません。

ですから、多くのアカウントでハードウェア MFA を使用すると、デバイス管理業務の観点で問題が発生
する可能性があります。このような場合は、最も高いセキュリティを必要とするアカウントに対して、こ
のレベル 2 の推奨事項を選択的に導入することを検討してください。その後、仮想 MFA (レベル 1) を残り
のアカウントに適用できます。

タイムベースドワンタイムパスワード (TOTP) トークンと、ユニバーサルセカンドファクター (U2F) トー
クンの両方が、ハードウェア MFA オプションとして実行可能です。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

ルートユーザーのハードウェア MFA を有効にするには

1. ルートユーザーの認証情報を使用して AWS Management Console にサインインします。
2. ページの右上隅近くにあるアカウント名を選択し、[My Security Credentials] (セキュリティ認証情報) 

を選択します。
3. ポップアップ警告で、[Continue to Security Credentials] (セキュリティ認証情報に進む) を選択しま

す。
4. [Multi-factor authentication (MFA)] (多要素認証 (MFA)) を選択します。
5. [Activate MFA] (MFA の有効化) を選択します。
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6. MFA で使用するハードウェアベースの (仮想ではない) デバイスを選択し、[Continue] (続行) を選択し
ます。

7. 選択に応じて適切にデバイスタイプを設定するステップを完了します。

1.7 - 管理および日常のタスクでのルートユーザーの使用を排除する

重要度: 低

AWS Config ルール: なし

スケジュールタイプ: 定期的

ルートユーザーは、AWS アカウント のすべてのリソースとサービスに完全かつ無制限にアクセスできま
す。日常的なタスクにはルートユーザーを使用しないことが強く推奨されます。ルートユーザーの使用を
最小限にし、アクセス管理の最小特権の原則を採用することにより、高い権限を持つ認証情報の意図しな
い変更や偶発的な開示のリスクが軽減されます。

ベストプラクティスは、アカウントおよびサービスの管理タスクを実行するときに必要となる場合のみ、
ルートユーザー認証情報を使用することです。IAM ポリシーは直接ユーザーに適用するのではなく、グ
ループとロールに適用します。日常的に使用する管理者を設定する方法のチュートリアルについては、
「IAM ユーザーガイド」の「最初の IAM 管理者のユーザーおよびグループの作成」を参照してください。

このチェックを実行するために、Security Hub はカスタムロジックを使用して、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.4.0 のコントロール 1.7 に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規
定された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加の
フィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

Note

Security Hub がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する 
CloudTrail 追跡が検索されます。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可
能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もありま
す。
チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

• 追跡が設定されていません。
• 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール

要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

• マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub は、追跡が基づい
ているリージョンでのみ結果を生成できます。

• マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub は、追跡を所有する
アカウントの結果のみを生成できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有している
か、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる
必要があります。それ以外の場合は、Security Hub はコントロールに対して結果 WARNING を生
成します。

修正

この問題を修正するためのステップには、Amazon SNS トピック、CloudTrail 追跡、メトリクスフィル
ター、およびメトリクスフィルターのアラームの設定が含まれます。
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Amazon SNS トピックを作成するには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
2. すべての CIS アラームを受信する Amazon SNS トピックを作成します。

トピックに少なくとも 1 人の受信者を作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service 開発者ガイド」の「Amazon SNS の開始方法」を参照してください。

次に、すべてのリージョンに適用されるアクティブな CloudTrail を設定します。これを行うには、the 
section called “3.1 - CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する” (p. 609) の修正ス
テップに従います。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。そのロググループに
対してメトリクスフィルターを作成します。

最後に、メトリクスフィルターとアラームを作成します。

メトリクスフィルターとアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Log groups] (ロググループ) を選択します。
3. 作成した CloudTrail 追跡に関連付けられている CloudWatch Logs ロググループのチェックボックスを

選択します。
4. [Actions] (アクション) から、[Create Metric Filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。
5. [Define pattern] (パターンを定義) で、以下の操作を行います。

a. 次のパターンをコピーして、[Filter Pattern] (フィルターパターン) フィールドに貼り付けます。

{$.userIdentity.type="Root" && $.userIdentity.invokedBy NOT EXISTS && $.eventType !
="AwsServiceEvent"}

b. [Next] (次へ) を選択します。
6. [Assign Metric] (メトリクスの割り当て) で、以下の操作を行います。

a. [Filter name] (フィルター名) に、メトリクスフィルターの名前を入力します。
b. [Metric namespace] (メトリクス名前空間) に LogMetrics と入力します。

すべての CIS ログメトリクスフィルターに同じ名前空間を使用した場合、すべての CIS 
Benchmark メトリクスがグループ化されます。

c. [Metric Name] (メトリクス名) に、メトリクスの名前を入力します。メトリクスの名前を忘れない
でください。アラームの作成時にメトリクスを選択する必要があります。

d. [Metric value] (メトリクス値) に 1 と入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

7. [Review and create] (確認して作成) で、新しいメトリクスフィルター用に入力した情報を確認しま
す。その後、[Create metric filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。

8. ナビゲーションペインで、[Alarms] (アラーム) 、[All alarms] (すべてのアラーム) の順に選択します。
9. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。
10. [Specify metric and conditions] (メトリクスと条件の指定) で、以下の操作を行います。

a. [Select metric] (メトリクスの選択) を選択します。
b. [Select metric] (メトリクスを選択) パネルで、[Metrics] (メトリクス) まで下へスクロールしま

す。LogMetrics 名前空間を選択します。検索には、検索バーを使用することもできます。
c. [Metrics with no dimensions] (ディメンションの定められていないメトリクス) を選択します。
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d. 作成したメトリクスのチェックボックスを選択します。次に [Select metric] (メトリクスの選択) 
を選択します。

e. [Metric] (メトリクス) では、デフォルトの値のままにしておきます。
f. [Conditions] (条件) の [Threshold] (しきい値) で、[Static] (静的) を選択します。
g. [Define the alarm condition] (アラーム条件を定義) で、[Greater/Equal] (より大きい/等しい) を選

択します。
h. [Define the threshold value] (しきい値の定義) で、1 を入力します。
i. [Next] (次へ) を選択します。

11. [Configure actions] (アクションの設定) で、次の作業を行います。

a. [Alarm state trigger] (アラーム状態トリガー) で、[In alarm] (アラーム状態) を選択します。
b. [Select an SNS topic] (SNS トピックの選択) で、[Select an existing SNS topic] (既存の SNS ト

ピックの選択) を選択します。
c. [Send a notification to] (通知の送信先) で、前の手順で作成した SNS トピックの名前を入力しま

す。
d. [Next] (次へ) を選択します。

12. [Add name and description] (名前と説明を追加) に、アラームの [Name] (名前)と [Description] (説明)を
CIS-1.7-RootAccountUsage のように入力します。続いて、[Next] (次へ) を選択します。

13. [Preview and create] (プレビューと作成) で、アラームの設定を確認します。次に [Create alarm] (ア
ラームの作成) を選択します。

1.8 - IAM パスワードポリシーで 14 文字以上の長さが要求されているようにする

重要度: 中

AWS Config ルール: iam-password-policy

スケジュールタイプ: 定期的

パスワードポリシーは、パスワードの複雑さの要件をある程度強制します。IAM パスワードポリシーを使
用して、パスワードが指定された長さ以上になるようにします。

CIS では、パスワードポリシーで 14 文字以上の長さを要求することを推奨しています。パスワードの複雑
さに関するポリシーを設定すると、ブルートフォースのログイン試行に対するアカウントの耐障害性が高
まります。

修正

パスワードポリシーを変更するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. [Account settings] (アカウント設定) を選択します。
3. [Minimum password length] (パスワードの最小長さ) フィールドに 14 と入力し、[Apply password 

policy] (パスワードポリシーの適用) を選択します。

1.9 - IAM パスワードポリシーでパスワードの再使用が禁止されていることを確認
する

重要度: 低

AWS Config ルール: iam-password-policy

スケジュールタイプ: 定期的

597

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
https://console.aws.amazon.com/iam/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Security Hub ユーザーガイド
CIS AWS Foundations Benchmark

このコントロールは、記憶するパスワードの数が 24 に設定されているかどうかをチェックします。値が 
24 でない場合、コントロールは失敗します。

IAM パスワードポリシーにより、同じユーザーによる特定のパスワードの再使用を防ぐことができます。

CIS では、パスワードポリシーでパスワードの再使用を禁止することを推奨しています。パスワードの再
使用を禁止すると、ブルートフォースのログイン試行に対するアカウントの耐障害性が高まります。

修正

パスワードポリシーを変更するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. [Account settings] (アカウント設定) を選択します。
3. [Prevent password reuse] (パスワードの再使用を禁止する) を選択し、[Number of passwords to 

remember] (記憶するパスワードの数) に 24 を入力します。
4. [Apply password policy] (パスワードポリシーの適用) を選択します。

1.10 - コンソールパスワードを持つすべての IAM ユーザーに対して多要素認証 
(MFA) が有効であることを確認する

重要度: 中

AWS Config ルール: mfa-enabled-for-iam-console-access

スケジュールタイプ: 定期的

多要素認証 (MFA) は、ユーザー名とパスワードに更なる保護手段を追加します。MFA が有効な場
合、AWS ウェブサイトにサインインするときに、ユーザー名とパスワードに加えて AWS MFA デバイス
からの認証コードを求められます。

CIS では、コンソールパスワードを持つすべてのアカウントの MFA を有効にすることが推奨されていま
す。MFA は、コンソールへのアクセスに対するセキュリティを強化します。認証プリンシパルは、一時的
なキーを発行するデバイスを所有し、認証情報に関する知識を持っている必要があります。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

Important

このチェックに使用される AWS Config ルールは、MFA の結果を正確にレポートするために最大 
4 時間かかる場合があります。CIS セキュリティチェックを有効にした後の最初の 4 時間以内に
生成された結果は、正確ではない可能性があります。また、この問題を修正してからチェックに
成功するまでにも、最大 4 時間かかる場合があります。

修正

ユーザーの MFA を設定するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. [Users] (ユーザー) を選択します。
3. MFA を設定するユーザーの [User name] (ユーザー名) を選択します。
4. [Security credentials] (セキュリティ認証情報) を選択し、[Assigned MFA device] (割り当てられた 

MFA デバイス) の横の [Manage] (管理) を選択します。
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5. [Manage MFA Device] (MFA デバイスの管理) ウィザードに従って、ご利用の環境に応じたデバイスの
タイプを割り当てます。

ユーザーに MFA 設定を委任する方法については、AWS セキュリティブログ記事「AWS IAM ユーザーに
多要素認証の管理を委任する方法」を参照してください。

1.12 - 45 日以上使用されていない認証情報は無効になることを確認する

重要度: 中

AWS Config ルール: iam-user-unused-credentials-check

スケジュールタイプ: 定期的

このコントロールは、IAM ユーザーが 45 日以上使用されていないパスワードまたはアクティブ
なアクセスキーを持っていないかどうかをチェックします。そのために、AWS Config ルールの
maxCredentialUsageAge パラメータが 45 以上になっていないかチェックします。

ユーザーは、パスワードやアクセスキーなどのさまざまなタイプの認証情報を使用して AWS リソースに
アクセスできます。

CIS では、45 日以上使用されていないすべての認証情報を削除または非アクティブ化することが推奨され
ています。不要な認証情報を無効化または削除することにより、侵害または放棄されたアカウントに関連
付けられている認証情報が使用される可能性が少なくなります。

このコントロールの AWS Config ルールでは、GetCredentialReport および
GenerateCredentialReport API オペレーションを使用します。API オペレーションは 4 時間ごとにし
か更新されません。IAM ユーザーへの変更がこのコントロールから確認できるようになるまでに、最大 4 
時間かかる場合があります。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。
AWS Config は、Security Hub を使用するすべてのリージョンで有効にする必要があります。た
だし、グローバルリソースの記録は 1 つのリージョンで有効にすることができます。グローバル
リソースを 1 つのリージョンにのみ記録する場合は、グローバルリソースを記録するリージョン
以外のすべてのリージョンでこのコントロールを無効にすることができます。

修正

認証情報が期限切れのアカウントをモニタリングするために必要な一部の情報を取得するには、IAM コン
ソールを使用します。例えば、お使いのアカウントのユーザーを表示すると、[Access key age] (アクセス
キーの古さ)、[Password age] (パスワードの古さ)、および [Last activity] (最終アクティビティ) の列が表示
されます。これらの列の値のいずれかが 45 日より大きい場合は、それらのユーザーの認証情報を非アク
ティブにします。

認証情報レポートを使用してユーザーアカウントをモニタリングし、45 日以上アクティビティのないアカ
ウントを特定することもできます。IAM コンソールから認証情報レポートを .csv 形式でダウンロードでき
ます。認証情報レポートの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS アカウント の認証情報レ
ポートの取得」を参照してください。

非アクティブなアカウントや使用されていない認証情報を特定したら、次のステップを使用してそれらを
無効にします。

非アクティブなアカウントの認証情報を無効にするには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
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2. [Users] (ユーザー) を選択します。
3. 45 日を超えた認証情報を持つユーザーの名前を選択します。
4. [Security credentials] (セキュリティ認証情報) を選択します。
5. 45 日以上使用されていないサインイン認証情報とアクセスキーごとに、[Make inactive] (非アクティ

ブにする) を選択します。

1.14 - アクセスキーが 90 日以内にローテーションされることを確認する

重要度: 中

AWS Config ルール: access-keys-rotated

スケジュールタイプ: 定期的

アクセスキーは、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーで構成され、AWS に対して行うプログ
ラムリクエストに署名するために使用されます。AWS ユーザーは、AWS Command Line Interface (AWS 
CLI)、Tools for Windows PowerShell、AWS SDK のいずれかから AWS に対してプログラム呼び出しを行
うか、個々の AWS のサービス の API を使用して直接 HTTP 呼び出しを行うために、独自のアクセスキー
を必要とします。

アクセスキーを定期的にローテーションすることにより、侵害されたアカウントや終了したアカウントに
関連付けられているアクセスキーが使用される可能性が低くなります。アクセスキーをローテーションし
て、紛失した、解読された、または盗難にあった可能性のある古いキーを使用してデータにアクセスでき
ないようにします。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• 欧州 (ミラノ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

AWS Config は、Security Hub を使用するすべてのリージョンで有効にする必要があります。た
だし、グローバルリソースの記録は 1 つのリージョンで有効にすることができます。グローバル
リソースを 1 つのリージョンにのみ記録する場合は、グローバルリソースを記録するリージョン
以外のすべてのリージョンでこのコントロールを無効にすることができます。

修正

アクセスキーが 90 日間を越えて使用されないようにするには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. [Users] (ユーザー) を選択します。
3. [Access key age] (アクセスキーの古さ) が 90 日を超えている各ユーザーに対して、[User name] (ユー

ザー名) を選択してそのユーザーの設定を開きます。
4. [Security credentials] (セキュリティ認証情報) を選択します。
5. ユーザーの新しいキーを作成するには:

a. [Create access key] (アクセスキーの作成) を選択します。
b. キーの内容を保存するには、シークレットアクセスキーをダウンロードするか、[Show] (表示) を

選択した後でページからコピーします。
c. ユーザーに提供するための安全な場所にキーを保存します。
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d. [Close] (閉じる) を選択します。
6. 以前のキーを使用していたすべてのアプリケーションを更新し、新しいキーを使用するようにしま

す。
7. 以前のキーで、[Make inactive] (非アクティブにする) を選択してアクセスキーを非アクティブにしま

す。これで、ユーザーがこのキーを使用してリクエストを行うことはできなくなりました。
8. すべてのアプリケーションが新しいキーで想定どおりに機能することを確認します。
9. すべてのアプリケーションが新しいキーで想定どおりに機能することを確認したら、以前のキーを削

除します。削除した後で、アクセスキーを復元することはできません。

以前のキーを削除するには、行の末尾にある X を選択し、[Delete] (削除) を選択します。

1.16 – 完全な「*:*」管理権限を許可する IAM ポリシーがアタッチされないように
する

重要度: 高

AWS Config ルール: iam-policy-no-statements-with-admin-access

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

このコントロールは、IAM ポリシー (カスタマー管理ポリシーとも呼ばれます) のデフォルトバージョ
ンに、"Action": "*" が "Resource": "*" に対して規定された "Effect": "Allow" ステー
トメントを持つ管理者アクセス権があるかどうかをチェックします。また、このコントロールでは
excludePermissionBoundaryPolicy パラメーターが true に設定され、アクセス許可の境界のポリ
シーが除外されています。このようなステートメントを含む IAM ポリシーがある場合、コントロールは失
敗します。

コントロールは、作成したカスタマーマネージドポリシーのみをチェックします。インラインおよび AWS 
マネージドポリシーはチェックされません。

IAM ポリシーは、ユーザー、グループ、またはロールに付与される権限のセットを定義します。最小特
権、つまりタスクを実行するために必要な許可のみを付与することが推奨されており、標準的なセキュリ
ティアドバイスと見なされています。完全な管理者権限を許可するのではなく、ユーザーが何をする必要
があるのかを決定し、ユーザーがそれらのタスクのみを実行できるようにするポリシーを作成します。

最初は最小限の許可から開始し、必要な場合には追加の許可を認める方が、最初にあまりにも寛大に許可
を認めてから、後で規制を厳しくしようとするより安全です。ユーザーが実行する必要がある最小限の許
可セットに制限せずに、完全な管理特権を付与すると、リソースが望ましくない可能性のあるアクション
にさらされます。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。
AWS Config は、Security Hub を使用するすべてのリージョンで有効にする必要があります。た
だし、グローバルリソースの記録は 1 つのリージョンで有効にすることができます。グローバル
リソースを 1 つのリージョンにのみ記録する場合は、グローバルリソースを記録するリージョン
以外のすべてのリージョンでこのコントロールを無効にすることができます。

修正

IAM ポリシーを変更するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. [Policies] (ポリシー) を選択します。
3. 削除するポリシーの横にあるラジオボタンを選択します。
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4. [Policy actions] (ポリシーアクション) ドロップダウンメニューから [Detach] (デタッチ) を選択しま
す。

5. [Detach policy] (ポリシーのデタッチ) ページで、ポリシーをデタッチする各ユーザーの横にあるラジ
オボタンを選択して、[Detach policy] (ポリシーのデタッチ) を選択します。

ポリシーをデタッチしたユーザーが、想定どおりに AWS のサービス およびリソースに引き続きアクセス
できることを確認します。

1.17 - AWS Support でインシデントを管理するためのサポートロールが作成され
ているようにする

重要度: 低

AWS Config ルール: iam-policy-in-use

スケジュールタイプ: 定期的

AWS では、インシデントの通知と対応、およびテクニカルサポートとカスタマーサービスに使用できるサ
ポートセンターが提供されています。

IAM ロールを作成して、認可済みのユーザーが AWS サポートでインシデントを管理できるようにしま
す。アクセスコントロールに最小特権を導入することにより、IAM ロールには、AWS Support でのインシ
デントの管理のためにサポートセンターにアクセスすることを許可する、適切な IAM ポリシーが必要にな
ります。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (大阪)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

修正

この問題を修正するには、認可済みのユーザーに AWS Support インシデントの管理を許可するロールを作
成します。

AWS Support へのアクセスに使用するロールを作成するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. IAM ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択し、続いて [Create role] (ロールの作成) を選択

します。
3. [Role type] (ロールタイプ) で、[Another AWS アカウント] を選択します。
4. [Account ID] (アカウント ID) に、リソースへのアクセスを許可する AWS アカウント の AWS アカウ

ント ID を入力します。

このロールを引き受けるユーザーまたはグループが同じアカウントに属している場合は、ローカルア
カウント番号を入力します。

Note

指定したアカウントの管理者は、そのアカウントのすべての ユーザーに、このロールを引
き受けるアクセス許可を付与できます。そのためには、管理者から sts:AssumeRole アク
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ションの許可を付与するユーザーまたはグループにポリシーを添付します。そのポリシー
で、リソースはロール ARN である必要があります。

5. [Next: Permissions] (次へ: 許可) を選択します。
6. マネージドポリシー AWSSupportAccess を検索します。
7. AWSSupportAccess マネージドポリシーのチェックボックスを選択します。
8. [Next: Tags] (次へ: タグ) を選択します。
9. (オプション) ロールにメタデータを追加するには、キーバリューのペアとしてタグを添付します。

IAM でのタグの使用の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Tagging IAM users and roles」 
(IAM ユーザーとロールのタグ付け) を参照してください。

10. [Next: Review] (次へ: レビュー) を選択します。
11. [Role name] (ロール名) に、ロールの名前を入力します。

ロール名は AWS アカウント アカウント内で一意である必要があります。大文字と小文字は区別され
ません。

12. (オプション) [Role description] (ロールの説明) に、新しいロールの説明を入力します。
13. ロールを確認し、[Create role] (ロールの作成) を選択します。

2.1.1 – すべての S3 バケットが encryption-at-rest を採用していることを確認する

重要度: 中

AWS Config ルール: s3-bucket-server-side-encryption-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

このコントロールは、S3 バケットで Amazon S3 のデフォルトの暗号化が有効になっていること、または 
S3 バケットポリシーでサーバー側の暗号化なしの put-object リクエストを明示的に拒否しているかチェッ
クします。

S3 バケット内の機密データのセキュリティを強化するには、サーバー側の暗号化を使用してバケットを
設定し、保管中のデータを保護する必要があります。Amazon S3 は、一意のキーで各オブジェクトを暗号
化します。追加の保護措置として、Amazon S3 は定期的にローテーションされるルートキーを使ってキー
そのものを暗号化します。Amazon S3 のサーバー側の暗号化は、データの暗号化に利用できるものの中で
も最強のブロック暗号の 1 つである 256 ビットの Advanced Encryption Standard (AES−256) を使用しま
す。

詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「Amazon S3 が管理する暗号化
キーによるサーバー側の暗号化 (SSE−S3) を使用したデータの保護」を参照してください。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

この問題を修正するには、S3 バケットを更新して、デフォルトの暗号化を有効にします。

S3 バケットのデフォルト暗号化を有効にするには

1. https://console.aws.amazon.com/s3/ で Amazon S3 コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Buckets] (バケット) を選択します。
3. リストから S3 バケットを選択します。
4. [Properties] (プロパティ) を選択します。
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5. [Default encryption] (デフォルトの暗号化) を選択します。
6. 暗号化には、AES-256 または AWS-KMS のいずれかを選択します。

• Amazon S3 によってマネージドされるキーをデフォルト暗号化に使用するには、AES-256 を選
択します。Amazon S3 サーバー側暗号化を使用してデータを暗号化する方法の詳細については、
「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」を参照してください。

• AWS KMS によってマネージドされるキーをデフォルト暗号化に使用するには、AWS-KMS を選択
します。次に、作成した AWS KMS ルートキーのリストからルートキーを選択します。

使用する AWS KMS key の Amazon リソースネーム (ARN) を入力します。IAM コンソールの 
[Encryption keys] で、KMS キーの ARN を検索できます。または、ドロップダウンリストからキー
名を選択できます。

Important

デフォルト暗号化設定に AWS KMS オプションを使用する場合、AWS KMS の RPS (1 秒
あたりのリクエスト) クォータが適用されます。AWS KMS クォータの詳細およびクォータ
の引き上げをリクエストする方法については、「AWS Key Management Service 開発者ガ
イド」を参照してください。

KMS キーの作成方法の詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」
を参照してください。

Amazon S3 で AWS KMS を使用する方法の詳細については、「Amazon Simple Storage Service 
ユーザーガイド」を参照してください。

デフォルト暗号化を有効にする際、バケットポリシーの更新が必要な場合があります。バケットポリ
シーからデフォルトの暗号化に移行する方法の詳細については、「Amazon Simple Storage Service 
ユーザーガイド」を参照してください。

7. [Save] (保存) を選択します。

デフォルトの S3 バケット暗号化の詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」
を参照してください。

2.1.2 – S3 バケットポリシーが HTTP リクエストを拒否するように設定されてい
ることを確認する

重要度: 中

AWS Config ルール: s3-bucket-ssl-requests-only

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

このコントロールは、S3 バケットのポリシーで、Secure Socket Layer (SSL) の使用にリクエストが必要
とされているかどうかをチェックします。

S3 バケットには、条件キー aws:SecureTransport によって示される S3 リソースポリシーで HTTPS 
経由のデータ送信のみを受け入れるために、すべてのリクエスト (Action: S3:*) を要求するポリシーを
備える必要があります。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

この問題を修正するには、S3 バケットの許可ポリシーを更新します。
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安全でない伝送の拒否を S3 バケットで設定するには

1. https://console.aws.amazon.com/s3/ で Amazon S3 コンソールを開きます。
2. 非準拠バケットに移動し、バケット名を選択します。
3. [Permissions] (許可) を選択し、[Bucket Policy] (バケットポリシー) を選択します。
4. 以下のポリシーに、同様のポリシーステートメントを追加します。awsexamplebucket を変更する

バケットの名前で置き換えます。

{ 
    "Id": "ExamplePolicy", 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowSSLRequestsOnly", 
            "Action": "s3:*", 
            "Effect": "Deny", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::awsexamplebucket", 
                "arn:aws:s3:::awsexamplebucket/*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "Bool": { 
                     "aws:SecureTransport": "false" 
                } 
            }, 
           "Principal": "*" 
        } 
    ]
}

5. [Save] (保存) を選択します。

詳細については、ナレッジセンターの記事「AWS Config ルール s3-bucket-ssl-requests-only に準拠するに
は、どの S3 バケットポリシーを使用する必要がありますか?」を参照してください。

2.1.5.1 – S3 ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります
Important

CIS AWS Foundations Benchmark の要件 2.1.5 (S3 バケットに「パブリックアクセスをブロッ
クする (バケット設定)」が設定されているようにする) を満たすには、コントロール 2.1.5.1 と 
2.1.5.2 をパスする必要があります。

重要度: 中

AWS Config ルール: s3-account-level-public-access-blocks-periodic

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

• ignorePublicAcls: true
• blockPublicPolicy: true
• blockPublicAcls: true
• restrictPublicBuckets: true

このコントロールは、次の Amazon S3 パブリックアクセスブロック設定がアカウントレベルで設定され
ているかどうかをチェックします:
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• ignorePublicAcls: true
• blockPublicPolicy: true
• blockPublicAcls: true
• restrictPublicBuckets: true

すべてのパブリックアクセスブロック設定が true に設定されている場合、コントロールは成功します。

いずれかの設定が false に設定されているか、またはいずれかが設定されていない場合、コントロールは
失敗します。

Amazon S3 パブリックアクセスブロックは、AWS アカウント 全体または個々の S3 バケットレベルでコ
ントロールを提供し、オブジェクトがパブリックアクセスしないように設計されています。パブリックア
クセスは、アクセスコントロールリスト (ACL)、バケットポリシー、またはその両方からバケットおよび
オブジェクトに付与されます。

S3 バケットをパブリックにアクセスできるように意図する場合を除き、アカウントレベルの Amazon S3 
ブロックパブリックアクセス機能を設定する必要があります。

詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「Amazon S3 ブロックパブリッ
クアクセスの使用」を参照してください。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

この問題を修正するには、Amazon S3 ブロックパブリックアクセスを有効にします。

Amazon S3 ブロックパブリックアクセスを有効にするには

1. https://console.aws.amazon.com/s3/ で Amazon S3 コンソールを開きます。
2. [Block public access (account settings)] (パブリックアクセスをブロック (アカウント設定)) を選択しま

す。
3. [Edit] (編集) を選択します。
4. [Block all public access] (すべてのパブリックアクセスをブロックする) を選択します。
5. [Save changes] (変更の保存) を選択します。

詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「Amazon S3 ブロックパブリッ
クアクセスの使用」を参照してください。

2.1.5.2 - S3 ブロックパブリックアクセス設定は、バケットレベルで有効にする必
要があります

Important

CIS AWS Foundations Benchmark の要件 2.1.5 (S3 バケットに「パブリックアクセスをブロッ
クする (バケット設定)」が設定されているようにする) を満たすには、コントロール 2.1.5.1 と 
2.1.5.2 をパスする必要があります。
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重要度: 高

リソースタイプ : AWS::S3::Bucket

AWS Config ルール : s3-bucket-level-public-access-prohibited

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

• excludedPublicBuckets (オプション) - 既知の許可されているパブリック S3 バケット名のカンマ区
切りリスト。

このコントロールは S3 バケットにバケットレベルのパブリックアクセスブロックが適用されているかど
うかをチェックします。次の設定のいずれかが false に設定されている場合、このコントロールは失敗し
ます。

• ignorePublicAcls

• blockPublicPolicy

• blockPublicAcls

• restrictPublicBuckets

S3 バケットレベルのブロックパブリックアクセスは、オブジェクトがパブリックアクセスできないように
コントロールを提供します。パブリックアクセスは、アクセスコントロールリスト (ACL)、バケットポリ
シー、またはその両方からバケットおよびオブジェクトに付与されます。

S3 バケットをパブリックにアクセスできるように意図する場合を除き、バケットレベルの Amazon S3 ブ
ロックパブリックアクセス機能を設定する必要があります。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

バケットレベルでパブリックアクセスを削除する方法については、「Amazon S3 ユーザーガイド」の
「Amazon S3 ストレージへのパブリックアクセスのブロック」を参照してください。

2.2.1 – EBS ボリュームの暗号化が有効であることを確認する

重要度: 中

AWS Config ルール: ec2-ebs-encryption-by-default

スケジュールタイプ: 定期的

このコントロールは、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) でアカウントレベルの暗号化がデフォ
ルトで有効になっているかどうかをチェックします。アカウントレベルの暗号化が有効になっていない場
合、コントロールは失敗します。
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アカウントで暗号化が有効になっている場合、Amazon EBS ボリュームとスナップショットのコピー
は保管中に暗号化されます。これにより、データの保護レイヤーが追加されます。詳細については、
「Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイド」の「デフォルトで暗号化」を参照してください。

次のインスタンスタイプでは暗号化がサポートされないことに注意してください: R1、C1、および M1。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• アジアパシフィック (大阪)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

修正

Amazon EC2 コンソールを使用して、Amazon EBS ボリュームに対してデフォルトの暗号化を有効にでき
ます。

リージョンの Amazon EBS 暗号化用にデフォルトの暗号化を設定するには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [EC2 Dashboard] (EC2 ダッシュボード) を選択します。
3. ページの右上で、[Account Attributes, EBS encryption] (アカウントの属性、EBS 暗号化) を選択しま

す。
4. [Manage] (管理) を選択します。
5. [Enable] (有効化) を選択します。デフォルトの暗号化キーとして、ユーザーの代わりに作成したエイ

リアス alias/aws/ebs をデフォルトの暗号化キーとして AWS マネージドキー を保持するか、対称
カスタマーマネージドキーを選択できます。

6. [Update EBS encryption] (EBS 暗号化を更新する) を選択します。

2.3.1 – RDSインスタンスで暗号化が有効であることを確認する

重要度: 中

AWS Config ルール: rds-storage-encrypted

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

このコントロールは、Amazon RDS DB インスタンスに対してストレージの暗号化が有効になっているか
どうかをチェックします。

このコントロールは、RDS DB インスタンスを対象としています。ただし、Aurora DB インスタン
ス、Neptune DB インスタンス、および Amazon DocumentDB クラスターの結果を生成することもできま
す。これらの結果が役に立たない場合は、それらを抑制できます。

RDS DB インスタンスの機密データのセキュリティを強化するには、RDS DB インスタンスを保管中に暗
号化するように設定する必要があります。保管中の Amazon RDS DB インスタンスとスナップショットを
暗号化するには、RDS DB インスタンスの暗号化オプションを有効にします。保管中に暗号化されるデー
タには、DB インスタンス、自動バックアップ、リードレプリカ、スナップショットの基本的なストレー
ジが含まれます。

RDS の暗号化された DB インスタンスでは、RDS DB インスタンスをホストしているサーバーでデータを
暗号化するために、オープン標準の AES-256 暗号化アルゴリズムを使用します。データが暗号化される
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と、Amazon RDS はパフォーマンスの影響を最小限に抑えながら、データへのアクセスと復号化の認証を
透過的に処理します。暗号化を使用するために、データベースのクライアントアプリケーションを変更す
る必要はありません。

Amazon RDS 暗号化は、現在すべてのデータベースエンジンおよびストレージタイプに使用できま
す。Amazon RDS 暗号化は、ほとんどの DB インスタンスクラスで使用できます。Amazon RDS 暗号化
をサポートしていない DB インスタンスクラスの詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の
「Amazon RDS リソースの暗号化」を参照してください。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

Amazon RDS での DB インスタンスの暗号化の詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の
「Amazon RDS リソースの暗号化」を参照してください。

3.1 - CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する

重要度: 高

AWS Config ルール: multi-region-cloudtrail-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

このコントロールは、マルチリージョンの CloudTrail 追跡が少なくとも 1 つあることをチェックします。
また、ExcludeManagementEventSources パラメータは少なくとも 1 つの軌跡に対して空です。

CloudTrail はお客様のアカウントの AWS API コールを記録し、ログファイルを送信するサービスです。
記録される情報には、API コール元のアイデンティティ、API コールの時刻、API コール元のソース 
IP アドレス、リクエストパラメータおよび AWS のサービス から返されたレスポンス要素が含まれま
す。CloudTrail は、アカウントの AWS API コールの履歴を提供します。これには、AWS Management 
Console、AWS SDK、コマンドラインツール、AWS CloudFormation などの上位レベルの AWS のサービ
スを介して実行された API コールが含まれます。

CloudTrail で生成される AWS API コールの履歴を利用して、セキュリティ分析、リソース変更の追跡、お
よびコンプライアンスの監査を行うことができます。また、以下も可能になります。

• マルチリージョンの追跡の存在を確認することにより、本来使用されるべきでないリージョンで発生し
た予期しないアクティビティを確実に検出できます

• マルチリージョンの追跡の存在を確認することにより、AWS グローバルサービスで生成されたイベント
の記録をキャプチャするための、グローバルサービスログ記録が追跡に対してデフォルトで有効になり
ます

• マルチリージョンの証跡の場合、すべての種類の読み取り/書き込みに対して管理イベントを設定するこ
とにより、AWS アカウント のすべてのリソースに対して実行された管理オペレーションが確実に記録
されます

デフォルトでは、AWS Management Console を使用して作成される CloudTrail 追跡はマルチリージョン
追跡です。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。AWS Organizations で Security 
Hub の統合を使用し、メンバーアカウントがこのコントロールに記載された条件に一致する 
CloudTrail の証跡を所有していない場合、Security Hub は CIS v1.4.0 4.x コントロールおよび 1.7 
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- 管理および日常のタスクでのルートユーザーの使用を排除する (p. 595) のメンバーアカウント
に関する検出結果を生成しません。

修正

CloudTrail に新しい追跡を作成するには

1. AWS Management Console にサインインし、CloudTrail コンソールを開きます (https:// 
console.aws.amazon.com/cloudtrail/)。

2. これまでに CloudTrail を使用したことがない場合は、[Get Started Now] (今すぐ始める) を選択しま
す。

3. [Trails] (追跡) を選択し、[Create trail] (追跡の作成) を選択します。
4. 追跡の名前を入力します。
5. [Storage location] (ストレージのロケーション) で、次のいずれかの操作を行います。

• CloudTrail ログ用に新しい S3 バケットを作成するには、[Create new S3 bucket] (新しい S3 バ
ケットの作成) を選択し、新しい S3 バケットの名前を入力します。

• [Use existing S3 bucket] (既存の S3 バケットを使用する) を選択し、次に使用するバケットを選
択します。

6. [Additional settings] (追加設定) を選択し、[Log file validation] (ログファイルの検証) で [Enabled] (有
効) を選択して、3.2 - CloudTrail ログファイル検証が有効であることを確認する  (p. 611) に成功す
るようにします。

7. the section called “3.4 - CloudTrail 証跡が CloudWatch ログと統合されているようにする” (p. 612) に
成功するようにするには、CloudWatch Logs を有効にする必要があります。

a. CloudWatch Logs で、[Enabled] (有効) チェックボックスを選択します。
b. [Log group] (ロググループ) で、次のいずれかの操作を行います。

• 既存のロググループを使用するには、[Existing] (既存) を選択し、使用するロググループの名前
を入力します。

• 新しいロググループを作成するには、[New] (新規) を選択し、作成するロググループの名前を
入力します。

c. [IAM role] (IAM ロール) で、次のいずれかを実行します。
• 既存のロールを使用する場合は、[Existing] (既存) を選択し、次にドロップダウンリストから

ロールを選択します。
• 新しいロールを作成する場合は、[New] (新規) を選択し、作成するロールの名前を入力しま

す。新しいロールには、必要な許可を付与するポリシーが割り当てられます。

ロールに付与された許可を表示するには、[Policy document] (ポリシードキュメント) を展開
します。

8. [Create] (作成) を選択します。

CloudTrail の既存の追跡を更新するには

1. AWS Management Console にサインインし、CloudTrail コンソールを開きます (https:// 
console.aws.amazon.com/cloudtrail/)。

2. [Trails] (追跡) を選択します。
3. [Name] (名前) 列で追跡の名前を選択します。
4. 必要に応じて、追跡の設定を更新します。

特定のセクションの設定を更新するには、次の操作を行います。

a. 更新するセクションの [Edit] (編集) を選択します。
b. 設定に必要な更新を行います。
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c. [Save changes] (変更の保存) を選択します。

3.2 - CloudTrail ログファイル検証が有効であることを確認する
重要度: 中

AWS Config ルール: cloud-trail-log-file-validation-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

CloudTrail ログファイル検証では、CloudTrail が S3 に書き込む各ログのハッシュを含む、デジタル署名さ
れたダイジェストファイルが作成されます。これらのダイジェストファイルを使用して、CloudTrail がロ
グを配信した後でログファイルが変更、削除、または変更されなかったかどうかを判断できます。

CIS では、すべての追跡でファイルの検証を有効にすることを推奨しています。ログファイルの検証を有
効にすると、CloudTrail ログの追加の整合性チェックが行われます。

修正

CloudTrail のログファイル検証を有効にするには

1. CloudTrail コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/) を開きます。
2. [Trails] (追跡) を選択します。
3. [Name] (名前) 列で編集する追跡の名前を選択します。
4. [General details] (一般的な詳細) で、[Edit] (編集) を選択します。
5. [Additional settings] (追加設定) の [Log file validation] (ログファイルの検証) で、[Enabled] (有効) を選

択します。
6. [Save (保存)] を選択します。

3.3 – CloudTrail ログの保存に使用される S3 バケットが一般公開されていないこ
とを確認する
重要度: 非常事態

AWS Config ルール: なし

スケジュールタイプ: 定期的および変更がトリガーされた場合

CloudTrail は、アカウント内で実行された API コールをすべて記録します。これらのログファイルは S3 
バケットに保存されます。CIS では、CloudTrail が記録する S3 バケットに S3 バケットポリシーまたはア
クセスコントロールリスト (ACL) を適用して、CloudTrail ログへのパブリックアクセスを禁止することを
推奨しています。CloudTrail ログコンテンツへのパブリックアクセスを許可すると、攻撃者が感染したア
カウントの使用または設定における弱点を特定する手助けとなる可能性があります。

このチェックを実行するために、Security Hub は最初にカスタムロジックを使用して、CloudTrail ログが
保存されている S3 バケットを探します。次に AWS Config マネージドルールを使用して、バケットがパ
ブリックにアクセス可能であることを確認します。

ログを単一の集中管理 S3 バケットに集約する場合、Security Hub は、集中管理された S3 バケットがある
アカウントとリージョンに対してのみチェックを実行します。他のアカウントとリージョンでは、コント
ロールステータスは [No data] (データなし) となります。

バケットがパブリックアクセス可能な場合、チェックにより結果 (失敗) が生成されます。
Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。
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修正

Amazon S3 バケットに対するパブリックアクセスを削除するには

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. CloudTrail が保存されているバケットの名前を選択します。
3. [Permissions] (許可) を選択し、[Public access settings] (パブリックアクセス設定) を選択します。
4. [Edit] (編集) を選択し、4 つのオプションをすべて選択して、次に [Save] (保存) を選択します。
5. プロンプトが表示されたら、confirm を入力して [Confirm] (確認) を選択します。

3.4 - CloudTrail 証跡が CloudWatch ログと統合されているようにする

重要度: 低

AWS Config ルール: cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

CloudTrail は、指定されたアカウントで実行された AWS API コールを記録するウェブサービスです。記録
される情報には、API コール元のアイデンティティ、API コールの時刻、API コール元のソース IP アドレ
ス、リクエストパラメータおよび AWS のサービス から返されたレスポンス要素が含まれます。

CloudTrail はログファイルの保存と配信に Amazon S3 を使用するため、ログファイルは永続的に保存され
ます。指定された Amazon S3 バケットに CloudTrail ログをキャプチャして長期的な分析を行うだけでな
く、ログを CloudWatch Logs に送信するように CloudTrail を設定することで、リアルタイム分析を実行で
きます。

アカウント内のすべてのリージョンで有効になっている追跡では、CloudTrail はそれらすべてのリージョ
ンからログファイルを CloudWatch Logs ロググループに送信します。

CIS では、CloudWatch Logs に CloudTrail ログを送信することを推奨しています。

Note

この推奨事項の目的は、アカウントアクティビティがキャプチャおよびモニタリングされ、適切
にアラームが出されるようにすることです。CloudWatch Logs は、AWS のサービス を使用して
これを実現するためのネイティブな方法ですが、代替ソリューションの使用を排除するものでは
ありません。

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に送信すると、ユーザー、API、リソース、および IP アドレスに基づ
いてリアルタイムおよび過去のアクティビティを簡単にログに記録できます。異常または機密性の高いア
カウントアクティビティに対するアラームと通知を設定する機会を提供します。

修正

CloudTrail 追跡が CloudWatch Logs に統合されていることを確認するには

1. CloudTrail コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/) を開きます。
2. [Trails] (追跡) を選択します。
3. [CloudWatch Logs Log group] (CloudWatch Logs ロググループ) 列に値のない追跡を選択します。
4. CloudWatch Logs セクションまで下にスクロールし、[Edit] (編集) を選択します。
5. [Enabled] (有効) チェックボックスを選択します。
6. [Log group] (ロググループ) で、次のいずれかの操作を行います。

• 既存のロググループを使用するには、[Existing] (既存) を選択し、使用するロググループの名前を入
力します。
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• 新しいロググループを作成するには、[New] (新規) を選択し、作成するロググループの名前を入力
します。

7. [IAM role] (IAM ロール) で、次のいずれかを実行します。
• 既存のロールを使用する場合は、[Existing] (既存) を選択し、次にドロップダウンリストからロー

ルを選択します。
• 新しいロールを作成する場合は、[New] (新規) を選択し、作成するロールの名前を入力します。

新しいロールには、必要な許可を付与するポリシーが割り当てられます。

ロールに付与された許可を表示するには、[Policy document] (ポリシードキュメント) を展開しま
す。

8. [Save changes] (変更の保存) を選択します。

詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「コンソールを使用して CloudWatch Logs のモ
ニタリングを設定する」を参照してください。

3.5 – すべてのリージョンで AWS Config が有効になっているようにする

重要度: 中

AWS Config ルール: なし

スケジュールタイプ: 定期的

AWS Config は、アカウント内のサポートされている AWS リソースの設定管理を実行し、ログファイルを
配信するウェブサービスです。記録される情報には、設定項目 (AWS リソース)、設定項目 (AWS リソー
ス) 間の関係、およびリソース間の設定変更が含まれます。

CIS では、すべてのリージョンで AWS Config を有効にすることを推奨しています。AWS Config がキャ
プチャする AWS 設定項目の履歴により、セキュリティ分析、リソース変更の追跡、およびコンプライア
ンスの監査を行うことができます。

Note

コントロールでは、Security Hub を使用するすべてのリージョンで AWS Config を有効にするこ
とが要求されています。
Security Hub はリージョナルサービスであるため、このコントロールに対して実行されるチェッ
クでは、アカウントの現在のリージョンのみがチェックされます。すべてのリージョンが確認さ
れるわけではありません。
また、グローバルリソースを記録して、グローバルリソースに対するセキュリティチェックを各
リージョンで確認できるようにする必要もあります。グローバルリソースを 1 つのリージョンに
のみ記録する場合は、グローバルリソースを記録するリージョン以外のすべてのリージョンでこ
のコントロールを無効にすることができます。

このチェックを実行するために、Security Hub はカスタムロジックを実行して、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.4.0 で規定された監査ステップを実行します。Security Hub はリージョナルサービスであ
り、リージョンごとにセキュリティチェックを実行するため、Security Hub では各リージョンにグローバ
ルリソースが記録されている必要もあります。

修正

AWS Config 設定を構成するには

1. AWS Config コンソール (https://console.aws.amazon.com/config/) を開きます。
2. AWS Config を設定するリージョンを選択します。
3. AWS Config をこれまでに使用したことがない場合は、「AWS Config デベロッパーガイド」の「使用

の開始」を参照してください。

613

https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/send-cloudtrail-events-to-cloudwatch-logs.html#send-cloudtrail-events-to-cloudwatch-logs-console
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/send-cloudtrail-events-to-cloudwatch-logs.html#send-cloudtrail-events-to-cloudwatch-logs-console
https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:2e5fec5c-5e99-4fb5-b08d-bb46b14754c1#pageNum=1
https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:2e5fec5c-5e99-4fb5-b08d-bb46b14754c1#pageNum=1
https://console.aws.amazon.com/config/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/getting-started.html


AWS Security Hub ユーザーガイド
CIS AWS Foundations Benchmark

4. メニューから [Settings] (設定) ページに進み、次を実行します。

• Edit (編集) を選択します。
• [Resource types to record] (記録するリソースタイプ) で、[Record all resources supported in this 

region] (このリージョンでサポートされているすべてのリソースを記録します) および [Include 
global resources (e.g., AWS IAM resources)] (グローバルリソースを含める(例: IAM リソース)) を選
択します。

• [Data retention period] (データ保持期間) で、AWS Config データのデフォルトの保持期間を選択す
るか、個別に保持期間を指定します。

• [AWS Config role] (ロール) で、[Create AWS Config service-linked role] (サービスにリンクされた
ロールの作成) を選択するか、[Choose a role from your account] (アカウントからロールを選択) を
選択し、使用するロールを選択します。

• [Amazon S3 bucket] (Amazon S3 バケット) で、バケットを使用するか、バケットを作成し、必要に
応じてプレフィックスを含めます。

• [Amazon SNS topic] (Amazon SNS トピック) で、アカウントから Amazon SNS トピックを選択
するか、トピックを作成します。Amazon SNS の詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service の使用開始ガイド」を参照してください。

5. [Save (保存)] を選択します。

AWS Command Line Interface から AWS Config を使用する方法の詳細については、「AWS Config 開発者
ガイド」の「AWS Config の有効化」を参照してください。

AWS CloudFormation テンプレートを使用してこのプロセスを自動化することもできます。詳細について
は、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS CloudFormation StackSets サンプルテンプレー
ト」を参照してください。

3.6 - CloudTrail S3 バケットで、S3 バケットアクセスログ記録が有効であること
を確認する
重要度: 低

AWS Config ルール: なし

スケジュールタイプ: 定期的

S3 バケットアクセスログ記録により、S3 バケットに対して行われたリクエストごとのアクセスレコード
を含むログが生成されます。アクセスログレコードには、リクエストのタイプ、リクエストに指定された
リソース、リクエストが処理された日時など、リクエストの詳細が記録されます。

CIS では、CloudTrail S3 バケットでバケットアクセスログ記録を有効にすることを推奨しています。

ターゲット S3 バケットで S3 バケットのログ記録を有効にすることで、ターゲットバケット内のオブジェ
クトに影響を与える可能性のあるすべてのイベントをキャプチャできます。ログを別のバケットに配置す
るように設定すると、ログ情報にアクセスできるようになり、セキュリティおよびインシデント対応の
ワークフローで役立ちます。

このチェックを実行するために、Security Hub は最初にカスタムロジックを使用して、CloudTrail ログ
が保存されているバケットを探してから、AWS Config マネージドルールを使用して、ログ記録が有効に
なっているかどうかを確認します。

CloudTrail が複数の AWS アカウント からログファイルを 1 つの送信先 Amazon S3 バケットに配信する
場合、Security Hub は、そのコントロールが配置されているリージョンの宛先バケットに対してのみこの
コントロールを評価します。これにより、結果が効率化されます。ただし、宛先バケットにログを配信す
るすべてのアカウントで CloudTrail を有効にする必要があります。宛先バケットを保持しているアカウン
トを除くすべてのアカウントの制御ステータスは「データなし」です。

バケットがパブリックアクセス可能な場合、チェックにより結果 (失敗) が生成されます。
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修正

S3 バケットのアクセスログ記録を有効にするには

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. CloudTrail に使用するバケットを選択します。
3. [Properties] (プロパティ) を選択します。
4. [Server access logging] (サーバーアクセスのログ記録) を選択し、[Enable logging] (ログ記録を有効に

する) を選択します。
5. [Target bucket] (ターゲットバケット) リストからバケットを選択し、必要に応じてプレフィックスを

入力します。
6. [Save (保存)] を選択します。

3.7 - CloudTrail ログが保管中に AWS KMS keys を使用して暗号化されているこ
とを確認する

重要度: 中

AWS Config ルール: cloud-trail-encryption-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

CloudTrail は、アカウントに対する AWS API コールを記録し、それらのログを IAM ポリシーに従って
ユーザーおよびリソースが利用できるようにするウェブサービスです。AWS Key Management Service 
(AWS KMS) は、アカウントデータの暗号化に使用される暗号化キーの作成と管理を支援するマネージド
サービスであり、ハードウェアセキュリティモジュール (HSM) を使用して暗号化キーのセキュリティを保
護します。

サーバーサイド暗号化 (SSE) 機能および KMS キーを活用するように CloudTrail ログを設定し
て、CloudTrail ログをさらに保護することができます。

CIS では、SSE-KMS を使用するように CloudTrail を設定することを推奨しています。

SSE-KMS を使用するように CloudTrail を設定すると、ユーザーには対応するログバケットに対する S3 
の読み取り許可と、KMS キーポリシーによる復号化許可の付与が必要になるため、ログデータに対する機
密性管理が向上します。

修正

CloudTrail ログの暗号化を有効にするには

1. CloudTrail コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/) を開きます。
2. [Trails] (追跡) を選択します。
3. 更新する追跡を選択します。
4. [Storage location] (ストレージの場所) で、鉛筆アイコンを選択して設定を編集します。
5. [Encrypt log files with SSE-KMS] (SSE-KMS でログファイルを暗号化する) で、[Yes] (はい) を選択し

ます。
6. [Create a new KMS key] (新規の KMS キーの作成) で、次のいずれかの操作を行います。

• キーを作成するには、[Yes] (はい) を選択し、[KMS key] (KMS キー) フィールドにキーのエイリ
アスを入力します。キーは、バケットと同じリージョンに作成されます。

• 既存のキーを使用するには、[No] (いいえ) を選択し、[KMS key] (KMS キー) リストからキーを選
択します。
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Note

KMS キーおよび S3 バケットは同じリージョンにある必要があります。
7. [Save (保存)] を選択します。

KMS キーと正常にやり取りするためには、CloudTrail のポリシーを変更する必要がある場合があります。
詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「AWS KMS マネージドキー (SSE-KMS) による 
CloudTrail ログファイルの暗号化」を参照してください。

3.8 - カスタマー作成の KMS キーのローテーションが有効になっていることを確
認する

重要度: 中

AWS Config ルール: cmk-backing-key-rotation-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

AWS KMS では、お客様はバッキングキーをローテーションすることができます。バッキングキー
は、AWS KMS に保存されているキーマテリアルであり、KMS キーのキー ID に関連付けられています。
バッキングキーは、暗号化や復号化などの暗号化オペレーションを実行するために使用されます。現在、
キーの自動ローテーションでは以前のすべてのバッキングキーが保持されるため、暗号化したデータは透
過的に復号化できます。

CIS では、KMS キーのローテーションを有効にすることを推奨しています。新しいキーで暗号化された
データは、漏洩した可能性がある以前のキーではアクセスできないため、暗号化キーをローテーションす
ることで、漏洩したキーにより起こる可能性のある被害を減らすことができます。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

KMS キーローテーションを有効にするには

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. [Customer managed keys] (カスタマーマネージドキー) を選択します。
4. [Alias] (エイリアス) 列で、更新するキーのエイリアスを選択します。
5. [Key rotation] (キーローテーション) を選択します。
6. [Automatically rotate this KMS key every year] (この KMS キーを毎年自動的にローテーションする) を

選択し、[Save] (保存) を選択します。

3.9 - すべての VPC で VPC フローログ記録が有効であることを確認する

重要度: 中

AWS Config ルール: vpc-flow-logs-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

VPC フローログは Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) の機能で、VPC のネットワークインター
フェイスとの間を行き来する IP トラフィックに関する情報をキャプチャできるようにします。フローログ
を作成すると、そのデータを CloudWatch Logs で表示して、取得できるようになります。
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CIS では、VPC のパケット拒否のフローログ記録を有効にすることを推奨しています。フローログ
は、VPC を通過するネットワークトラフィックを可視化し、セキュリティワークフロー中の異常なトラ
フィックの検出やインサイトの入手を可能にします。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

修正

VPC フローログ記録を有効にするには

1. Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
2. [Your VPCs] (お使いの VPC) を選択します。
3. 更新する VPC を選択します。
4. ページの下部に表示される [Flow Logs] (フローログ) タブを選択します。
5. [Create flow log] (フローログの作成) を選択します。
6. [Filter] (フィルター) で、[Reject] (拒否) を選択します。
7. [Destination log group] (送信先ロググループ) で、使用するロググループを選択します。
8. [IAM role] (IAM ロール) で、使用する IAM ロールを選択します。
9. [Create] (作成) を選択します。

4.4 - IAM ポリシーの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在す
ることを確認する
重要度: 低

AWS Config ルール: なし

スケジュールタイプ: 定期的

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定すること
により、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。

CIS では、IAM ポリシーに加えられた変更に対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを推
奨しています。これらの変更をモニタリングすることで、認証と認可の管理が損なわれないようにできま
す。

このチェックを実行するために、Security Hub はカスタムロジックを使用して、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.4.0 のコントロール 4.4 に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規
定された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加の
フィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

Note

Security Hub がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する 
CloudTrail 追跡が検索されます。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可
能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もありま
す。
チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

• 追跡が設定されていません。
• 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール

要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。
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• マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub は、追跡が基づい
ているリージョンでのみ結果を生成できます。

• マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub は、追跡を所有する
アカウントの結果のみを生成できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有している
か、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる
必要があります。それ以外の場合は、Security Hub はコントロールに対して結果 WARNING を生
成します。

修正

この問題を修正するためのステップには、Amazon SNS トピック、CloudTrail 追跡、メトリクスフィル
ター、およびメトリクスフィルターのアラームの設定が含まれます。

アラームは、特定の API オペレーションを名前でチェックすることに注意してください。該当するオペ
レーションの 1 つは DeletePolicy です。アラームは、コールが IAM から発行されたかどうかをチェッ
クしません。このため、Auto Scaling が DeletePolicy を呼び出した場合にもアラームがトリガーされ
ます。

Amazon SNS トピックを作成するには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
2. すべての CIS アラームを受信する Amazon SNS トピックを作成します。

トピックに少なくとも 1 人の受信者を作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service 開発者ガイド」の「Amazon SNS の開始方法」を参照してください。

次に、すべてのリージョンに適用されるアクティブな CloudTrail を設定します。これを行うには、the 
section called “3.1 - CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する” (p. 609) の修正ス
テップに従います。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。そのロググループに
対してメトリクスフィルターを作成します。

最後に、メトリクスフィルターとアラームを作成します。

メトリクスフィルターとアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Log groups] (ロググループ) を選択します。
3. 作成した CloudTrail 追跡に関連付けられている CloudWatch Logs ロググループのチェックボックスを

選択します。
4. [Actions] (アクション) から、[Create Metric Filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。
5. [Define pattern] (パターンを定義) で、以下の操作を行います。

a. 次のパターンをコピーして、[Filter Pattern] (フィルターパターン) フィールドに貼り付けます。

{($.eventName=DeleteGroupPolicy) || ($.eventName=DeleteRolePolicy) 
 || ($.eventName=DeleteUserPolicy) || ($.eventName=PutGroupPolicy) 
 || ($.eventName=PutRolePolicy) || ($.eventName=PutUserPolicy) 
 || ($.eventName=CreatePolicy) || ($.eventName=DeletePolicy) || 
 ($.eventName=CreatePolicyVersion) || ($.eventName=DeletePolicyVersion) 
 || ($.eventName=AttachRolePolicy) || ($.eventName=DetachRolePolicy) 
 || ($.eventName=AttachUserPolicy) || ($.eventName=DetachUserPolicy) || 
 ($.eventName=AttachGroupPolicy) || ($.eventName=DetachGroupPolicy)}
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b. [Next] (次へ) を選択します。
6. [Assign metric] (メトリクスの割り当て) で、以下の操作を行います。

a. [Filter name] (フィルター名) に、メトリクスフィルターの名前を入力します。
b. [Metric namespace] (メトリクス名前空間) に LogMetrics と入力します。

すべての CIS ログメトリクスフィルターに同じ名前空間を使用した場合、すべての CIS 
Benchmark メトリクスがグループ化されます。

c. [Metric name] (メトリクス名) に、メトリクスの名前を入力します。メトリクスの名前を忘れない
でください。アラームの作成時にメトリクスを選択する必要があります。

d. [Metric value] (メトリクス値) に 1 と入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

7. [Review and create] (確認して作成) で、新しいメトリクスフィルター用に入力した情報を確認しま
す。その後、[Create metric filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。

8. [Metric filters] (メトリクスフィルター) タブを選択し、作成したメトリクスフィルターを選択します。

メトリクスフィルターを選択するには、右上のチェックボックスを選択します。
9. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。
10. [Specify metric and conditions] (メトリクスと条件の指定) で、以下の操作を行います。

a. [Metric] (メトリクス) の [Statistic] (統計) で、[Average] (平均) を選択します。使用可能な統計の詳
細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「統計」を参照してください。

b. [Conditions] (条件) の [Threshold] (しきい値) で、[Static] (静的) を選択します。
c. [Define the alarm condition] (アラーム条件を定義) で、[Greater/Equal] (より大きい/等しい) を選

択します。
d. [Define the threshold value] (しきい値の定義) で、1 を入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

11. [Configure actions] (アクションの設定) で、次の作業を行います。

a. [Alarm state trigger] (アラーム状態トリガー) で、[In alarm] (アラーム状態) を選択します。
b. [Select an SNS topic] (SNS トピックの選択) で、[Select an existing SNS topic] (既存の SNS ト

ピックの選択) を選択します。
c. [Send a notification to] (通知の送信先) で、前の手順で作成した SNS トピックの名前を入力しま

す。
d. [Next] (次へ) を選択します。

12. [Add name and description] (名前と説明の追加) に、アラームの [Name] (名前) と [Description] (説明) 
を入力します。例えば、CIS-4.4-IAMPolicyChanges です。続いて、[Next] (次へ) を選択します。

13. [Preview and create] (プレビューと作成) で、アラームの設定を確認します。次に [Create alarm] (ア
ラームの作成) を選択します。

4.5 - CloudTrail 設定の変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在
することを確認する

重要度: 低

AWS Config ルール: なし

スケジュールタイプ: 定期的

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定すること
により、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。
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CIS では、CloudTrail 構成設定の変更に対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを推奨し
ています。これらの変更をモニタリングすることで、アカウント内のアクティビティを継続的に可視化で
きます。

このチェックを実行するために、Security Hub はカスタムロジックを使用して、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.4.0 のコントロール 4.5 に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規
定された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加の
フィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

Note

Security Hub がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する 
CloudTrail 追跡が検索されます。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可
能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もありま
す。
チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

• 追跡が設定されていません。
• 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール

要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

• マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub は、追跡が基づい
ているリージョンでのみ結果を生成できます。

• マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub は、追跡を所有する
アカウントの結果のみを生成できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有している
か、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる
必要があります。それ以外の場合は、Security Hub はコントロールに対して結果 WARNING を生
成します。

修正

この問題を修正するためのステップには、Amazon SNS トピック、CloudTrail 追跡、メトリクスフィル
ター、およびメトリクスフィルターのアラームの設定が含まれます。

Amazon SNS トピックを作成するには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
2. すべての CIS アラームを受信する Amazon SNS トピックを作成します。

トピックに少なくとも 1 人の受信者を作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service 開発者ガイド」の「Amazon SNS の開始方法」を参照してください。

次に、すべてのリージョンに適用されるアクティブな CloudTrail を設定します。これを行うには、the 
section called “3.1 - CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する” (p. 609) の修正ス
テップに従います。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。そのロググループに
対してメトリクスフィルターを作成します。

最後に、メトリクスフィルターとアラームを作成します。

メトリクスフィルターとアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
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2. ナビゲーションペインで、[Log groups] (ロググループ) を選択します。
3. 作成した CloudTrail 追跡に関連付けられている CloudWatch Logs ロググループのチェックボックスを

選択します。
4. [Actions] (アクション) から、[Create Metric Filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。
5. [Define pattern] (パターンを定義) で、以下の操作を行います。

a. 次のパターンをコピーして、[Filter Pattern] (フィルターパターン) フィールドに貼り付けます。

{($.eventName=CreateTrail) || ($.eventName=UpdateTrail) || 
 ($.eventName=DeleteTrail) || ($.eventName=StartLogging) || 
 ($.eventName=StopLogging)}

b. [Next] (次へ) を選択します。
6. [Assign metric] (メトリクスの割り当て) で、以下の操作を行います。

a. [Filter name] (フィルター名) に、メトリクスフィルターの名前を入力します。
b. [Metric namespace] (メトリクス名前空間) に LogMetrics と入力します。

すべての CIS ログメトリクスフィルターに同じ名前空間を使用した場合、すべての CIS 
Benchmark メトリクスがグループ化されます。

c. [Metric name] (メトリクス名) に、メトリクスの名前を入力します。メトリクスの名前を忘れない
でください。アラームの作成時にメトリクスを選択する必要があります。

d. [Metric value] (メトリクス値) に 1 と入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

7. [Review and create] (確認して作成) で、新しいメトリクスフィルター用に入力した情報を確認しま
す。その後、[Create metric filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。

8. [Metric filters] (メトリクスフィルター) タブを選択し、作成したメトリクスフィルターを選択します。

メトリクスフィルターを選択するには、右上のチェックボックスを選択します。
9. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。
10. [Specify metric and conditions] (メトリクスと条件の指定) で、以下の操作を行います。

a. [Metric] (メトリクス) では、デフォルトの値のままにしておきます。使用可能な統計の詳細につい
ては、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「統計」を参照してください。

b. [Conditions] (条件) の [Threshold] (しきい値) で、[Static] (静的) を選択します。
c. [Define the alarm condition] (アラーム条件を定義) で、[Greater/Equal] (より大きい/等しい) を選

択します。
d. [Define the threshold value] (しきい値の定義) で、1 を入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

11. [Configure actions] (アクションの設定) で、次の作業を行います。

a. [Alarm state trigger] (アラーム状態トリガー) で、[In alarm] (アラーム状態) を選択します。
b. [Select an SNS topic] (SNS トピックの選択) で、[Select an existing SNS topic] (既存の SNS ト

ピックの選択) を選択します。
c. [Send a notification to] (通知の送信先) で、前の手順で作成した SNS トピックの名前を入力しま

す。
d. [Next] (次へ) を選択します。

12. [Add name and description] (名前と説明の追加) に、アラームの [Name] (名前) と [Description] (説明) 
を入力します。例えば、CIS-4.5-CloudTrailChanges です。続いて、[Next] (次へ) を選択しま
す。

13. [Preview and create] (プレビューと作成) で、アラームの設定を確認します。次に [Create alarm] (ア
ラームの作成) を選択します。
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4.6 - AWS Management Console 認証の失敗に対するログメトリクスフィルター
とアラームが存在することを確認する
重要度: 低

AWS Config ルール: なし

スケジュールタイプ: 定期的

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定すること
により、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。

CIS では、コンソール認証の試行の失敗に対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを推奨
しています。コンソールログインの失敗をモニタリングすることにより、認証情報へのブルートフォース
攻撃の試行の検出にかかるリードタイムを短縮できる可能性があり、ソース IP などの、他のイベント相関
で使用できるインジケータが得られる可能性もあります。

このチェックを実行するために、Security Hub はカスタムロジックを使用して、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.4.0 のコントロール 4.6 に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規
定された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加の
フィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

Note

Security Hub がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する 
CloudTrail 追跡が検索されます。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可
能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もありま
す。
チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

• 追跡が設定されていません。
• 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール

要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

• マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub は、追跡が基づい
ているリージョンでのみ結果を生成できます。

• マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub は、追跡を所有する
アカウントの結果のみを生成できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有している
か、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる
必要があります。それ以外の場合は、Security Hub はコントロールに対して結果 WARNING を生
成します。

修正

この問題を修正するためのステップには、Amazon SNS トピック、CloudTrail 追跡、メトリクスフィル
ター、およびメトリクスフィルターのアラームの設定が含まれます。

Amazon SNS トピックを作成するには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
2. すべての CIS アラームを受信する Amazon SNS トピックを作成します。

トピックに少なくとも 1 人の受信者を作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service 開発者ガイド」の「Amazon SNS の開始方法」を参照してください。
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次に、すべてのリージョンに適用されるアクティブな CloudTrail を設定します。これを行うには、the 
section called “3.1 - CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する” (p. 609) の修正ス
テップに従います。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。そのロググループに
対してメトリクスフィルターを作成します。

最後に、メトリクスフィルターとアラームを作成します。

メトリクスフィルターとアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Log groups] (ロググループ) を選択します。
3. 作成した CloudTrail 追跡に関連付けられている CloudWatch Logs ロググループのチェックボックスを

選択します。
4. [Actions] (アクション) から、[Create Metric Filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。
5. [Define pattern] (パターンを定義) で、以下の操作を行います。

a. 次のパターンをコピーして、[Filter Pattern] (フィルターパターン) フィールドに貼り付けます。

{($.eventName=ConsoleLogin) && ($.errorMessage="Failed authentication")}

b. [Next] (次へ) を選択します。
6. [Assign metric] (メトリクスの割り当て) で、以下の操作を行います。

a. [Filter name] (フィルター名) に、メトリクスフィルターの名前を入力します。
b. [Metric namespace] (メトリクス名前空間) に LogMetrics と入力します。

すべての CIS ログメトリクスフィルターに同じ名前空間を使用した場合、すべての CIS 
Benchmark メトリクスがグループ化されます。

c. [Metric name] (メトリクス名) に、メトリクスの名前を入力します。メトリクスの名前を忘れない
でください。アラームの作成時にメトリクスを選択する必要があります。

d. [Metric value] (メトリクス値) に 1 と入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

7. [Review and create] (確認して作成) で、新しいメトリクスフィルター用に入力した情報を確認しま
す。その後、[Create metric filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。

8. [Metric filters] (メトリクスフィルター) タブを選択し、作成したメトリクスフィルターを選択します。

メトリクスフィルターを選択するには、右上のチェックボックスを選択します。
9. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。
10. [Specify metric and conditions] (メトリクスと条件の指定) で、以下の操作を行います。

a. [Metric] (メトリクス) では、デフォルトの値のままにしておきます。使用可能な統計の詳細につい
ては、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「統計」を参照してください。

b. [Conditions] (条件) の [Threshold] (しきい値) で、[Static] (静的) を選択します。
c. [Define the alarm condition] (アラーム条件を定義) で、[Greater/Equal] (より大きい/等しい) を選

択します。
d. [Define the threshold value] (しきい値の定義) で、1 を入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

11. [Configure actions] (アクションの設定) で、次の作業を行います。

a. [Alarm state trigger] (アラーム状態トリガー) で、[In alarm] (アラーム状態) を選択します。
b. [Select an SNS topic] (SNS トピックの選択) で、[Select an existing SNS topic] (既存の SNS ト

ピックの選択) を選択します。
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c. [Send a notification to] (通知の送信先) で、前の手順で作成した SNS トピックの名前を入力しま
す。

d. [Next] (次へ) を選択します。
12. [Add name and description] (名前と説明の追加) に、アラームの [Name] (名前) と [Description] (説明) 

を入力します。例えば、CIS-4.6-ConsoleAuthenticationFailure です。続いて、[Next] (次へ) 
を選択します。

13. [Preview and create] (プレビューと作成) で、アラームの設定を確認します。次に [Create alarm] (ア
ラームの作成) を選択します。

4.7 - カスタマーマネージドキーの無効化またはスケジュールされた削除に対する
ログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認する

重要度: 低

AWS Config ルール: なし

スケジュールタイプ: 定期的

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定すること
により、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。

CIS では、状態が無効またはスケジュールされた削除に変更されたカスタマーマネージドキーに対するメ
トリクスフィルターとアラームを作成することを推奨しています。無効になっているか、または削除され
たキーで暗号化されたデータには、アクセスできなくなります。

このチェックを実行するために、Security Hub はカスタムロジックを使用して、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.4.0 のコントロール 4.7 に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS に
よって規定された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは
失敗します。追加のフィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできませ
ん。ExcludeManagementEventSources が kms.amazonaws.com を含む場合も、コントロールは失敗
します。

Note

Security Hub がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する 
CloudTrail 追跡が検索されます。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可
能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もありま
す。
チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

• 追跡が設定されていません。
• 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール

要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

• マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub は、追跡が基づい
ているリージョンでのみ結果を生成できます。

• マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub は、追跡を所有する
アカウントの結果のみを生成できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有している
か、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる
必要があります。それ以外の場合は、Security Hub はコントロールに対して結果 WARNING を生
成します。
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修正

この問題を修正するためのステップには、Amazon SNS トピック、CloudTrail 追跡、メトリクスフィル
ター、およびメトリクスフィルターのアラームの設定が含まれます。

Amazon SNS トピックを作成するには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
2. すべての CIS アラームを受信する Amazon SNS トピックを作成します。

トピックに少なくとも 1 人の受信者を作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service 開発者ガイド」の「Amazon SNS の開始方法」を参照してください。

次に、すべてのリージョンに適用されるアクティブな CloudTrail を設定します。これを行うには、the 
section called “3.1 - CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する” (p. 609) の修正ス
テップに従います。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。そのロググループに
対してメトリクスフィルターを作成します。

最後に、メトリクスフィルターとアラームを作成します。

メトリクスフィルターとアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Log groups] (ロググループ) を選択します。
3. 作成した CloudTrail 追跡に関連付けられている CloudWatch Logs ロググループのチェックボックスを

選択します。
4. [Actions] (アクション) から、[Create Metric Filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。
5. [Define pattern] (パターンを定義) で、以下の操作を行います。

a. 次のパターンをコピーして、[Filter Pattern] (フィルターパターン) フィールドに貼り付けます。

{($.eventSource=kms.amazonaws.com) && (($.eventName=DisableKey) || 
 ($.eventName=ScheduleKeyDeletion))}

b. [Next] (次へ) を選択します。
6. [Assign metric] (メトリクスの割り当て) で、以下の操作を行います。

a. [Filter name] (フィルター名) に、メトリクスフィルターの名前を入力します。
b. [Metric namespace] (メトリクス名前空間) に LogMetrics と入力します。

すべての CIS ログメトリクスフィルターに同じ名前空間を使用した場合、すべての CIS 
Benchmark メトリクスがグループ化されます。

c. [Metric name] (メトリクス名) に、メトリクスの名前を入力します。メトリクスの名前を忘れない
でください。アラームの作成時にメトリクスを選択する必要があります。

d. [Metric value] (メトリクス値) に 1 と入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

7. [Review and create] (確認して作成) で、新しいメトリクスフィルター用に入力した情報を確認しま
す。その後、[Create metric filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。

8. [Metric filters] (メトリクスフィルター) タブを選択し、作成したメトリクスフィルターを選択します。

メトリクスフィルターを選択するには、右上のチェックボックスを選択します。
9. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。
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10. [Specify metric and conditions] (メトリクスと条件の指定) で、以下の操作を行います。

a. [Metric] (メトリクス) では、デフォルトの値のままにしておきます。使用可能な統計の詳細につい
ては、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「統計」を参照してください。

b. [Conditions] (条件) の [Threshold] (しきい値) で、[Static] (静的) を選択します。
c. [Define the alarm condition] (アラーム条件を定義) で、[Greater/Equal] (より大きい/等しい) を選

択します。
d. [Define the threshold value] (しきい値の定義) で、1 を入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

11. [Configure actions] (アクションの設定) で、次の作業を行います。

a. [Alarm state trigger] (アラーム状態トリガー) で、[In alarm] (アラーム状態) を選択します。
b. [Select an SNS topic] (SNS トピックの選択) で、[Select an existing SNS topic] (既存の SNS ト

ピックの選択) を選択します。
c. [Send a notification to] (通知の送信先) で、前の手順で作成した SNS トピックの名前を入力しま

す。
d. [Next] (次へ) を選択します。

12. [Add name and description] (名前と説明の追加) に、アラームの [Name] (名前) と [Description] (説明) 
を入力します。例えば、CIS-4.7-DisableOrDeleteCMK です。続いて、[Next] (次へ) を選択しま
す。

13. [Preview and create] (プレビューと作成) で、アラームの設定を確認します。次に [Create alarm] (ア
ラームの作成) を選択します。

4.8 - S3 バケットポリシーの変更に対するログメトリクスフィルターとアラーム
が存在することを確認する

重要度: 低

AWS Config ルール: なし

スケジュールタイプ: 定期的

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定すること
により、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。

CIS では、S3 バケットポリシーの変更に対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを推奨し
ています。これらの変更をモニタリングすることで、機密性の高い S3 バケットの過剰な権限のあるポリ
シーを検出して修正するまでの時間を短縮できます。

このチェックを実行するために、Security Hub はカスタムロジックを使用して、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.4.0 のコントロール 4.8 に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規
定された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加の
フィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

Note

Security Hub がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する 
CloudTrail 追跡が検索されます。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可
能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もありま
す。
チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

• 追跡が設定されていません。
• 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール

要件を満たしていません。
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チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

• マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub は、追跡が基づい
ているリージョンでのみ結果を生成できます。

• マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub は、追跡を所有する
アカウントの結果のみを生成できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有している
か、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる
必要があります。それ以外の場合は、Security Hub はコントロールに対して結果 WARNING を生
成します。

修正

この問題を修正するためのステップには、Amazon SNS トピック、CloudTrail 追跡、メトリクスフィル
ター、およびメトリクスフィルターのアラームの設定が含まれます。

Amazon SNS トピックを作成するには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
2. すべての CIS アラームを受信する Amazon SNS トピックを作成します。

トピックに少なくとも 1 人の受信者を作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service 開発者ガイド」の「Amazon SNS の開始方法」を参照してください。

次に、すべてのリージョンに適用されるアクティブな CloudTrail を設定します。これを行うには、the 
section called “3.1 - CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する” (p. 609) の修正ス
テップに従います。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。そのロググループに
対してメトリクスフィルターを作成します。

最後に、メトリクスフィルターとアラームを作成します。

メトリクスフィルターとアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Log groups] (ロググループ) を選択します。
3. 作成した CloudTrail 追跡に関連付けられている CloudWatch Logs ロググループのチェックボックスを

選択します。
4. [Actions] (アクション) から、[Create Metric Filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。
5. [Define pattern] (パターンを定義) で、以下の操作を行います。

a. 次のパターンをコピーして、[Filter Pattern] (フィルターパターン) フィールドに貼り付けます。

{($.eventSource=s3.amazonaws.com) && (($.eventName=PutBucketAcl) 
 || ($.eventName=PutBucketPolicy) || ($.eventName=PutBucketCors) || 
 ($.eventName=PutBucketLifecycle) || ($.eventName=PutBucketReplication) 
 || ($.eventName=DeleteBucketPolicy) || ($.eventName=DeleteBucketCors) || 
 ($.eventName=DeleteBucketLifecycle) || ($.eventName=DeleteBucketReplication))}

b. [Next] (次へ) を選択します。
6. [Assign metric] (メトリクスの割り当て) で、以下の操作を行います。

a. [Filter name] (フィルター名) に、メトリクスフィルターの名前を入力します。
b. [Metric namespace] (メトリクス名前空間) に LogMetrics と入力します。
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すべての CIS ログメトリクスフィルターに同じ名前空間を使用した場合、すべての CIS 
Benchmark メトリクスがグループ化されます。

c. [Metric name] (メトリクス名) に、メトリクスの名前を入力します。メトリクスの名前を忘れない
でください。アラームの作成時にメトリクスを選択する必要があります。

d. [Metric value] (メトリクス値) に 1 と入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

7. [Review and create] (確認して作成) で、新しいメトリクスフィルター用に入力した情報を確認しま
す。その後、[Create metric filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。

8. [Metric filters] (メトリクスフィルター) タブを選択し、作成したメトリクスフィルターを選択します。

メトリクスフィルターを選択するには、右上のチェックボックスを選択します。
9. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。
10. [Specify metric and conditions] (メトリクスと条件の指定) で、以下の操作を行います。

a. [Metric] (メトリクス) の [Statistic] (統計) で、[Average] (平均) を選択します。使用可能な統計の詳
細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「統計」を参照してください。

b. [Conditions] (条件) の [Threshold] (しきい値) で、[Static] (静的) を選択します。
c. [Define the alarm condition] (アラーム条件を定義) で、[Greater/Equal] (より大きい/等しい) を選

択します。
d. [Define the threshold value] (しきい値の定義) で、1 を入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

11. [Configure actions] (アクションの設定) で、次の作業を行います。

a. [Alarm state trigger] (アラーム状態トリガー) で、[In alarm] (アラーム状態) を選択します。
b. [Select an SNS topic] (SNS トピックの選択) で、[Select an existing SNS topic] (既存の SNS ト

ピックの選択) を選択します。
c. [Send a notification to] (通知の送信先) で、前の手順で作成した SNS トピックの名前を入力しま

す。
d. [Next] (次へ) を選択します。

12. [Add name and description] (名前と説明の追加) に、アラームの [Name] (名前) と [Description] (説明) 
を入力します。例えば、CIS-4.8-S3BucketPolicyChanges です。続いて、[Next] (次へ) を選択し
ます。

13. [Preview and create] (プレビューと作成) で、アラームの設定を確認します。次に [Create alarm] (ア
ラームの作成) を選択します。

4.9 - AWS Config 設定の変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存
在することを確認する
重要度: 低

AWS Config ルール: なし

スケジュールタイプ: 定期的

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定すること
により、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。

CIS では、AWS Config 構成設定の変更に対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを推奨
しています。これらの変更をモニタリングすることで、アカウント内の設定項目を継続的に可視化できま
す。

このチェックを実行するために、Security Hub はカスタムロジックを使用して、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.4.0 のコントロール 4.9 に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規
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定された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加の
フィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

Note

Security Hub がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する 
CloudTrail 追跡が検索されます。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可
能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もありま
す。
チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

• 追跡が設定されていません。
• 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール

要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

• マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub は、追跡が基づい
ているリージョンでのみ結果を生成できます。

• マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub は、追跡を所有する
アカウントの結果のみを生成できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有している
か、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる
必要があります。それ以外の場合は、Security Hub はコントロールに対して結果 WARNING を生
成します。

修正

この問題を修正するためのステップには、Amazon SNS トピック、CloudTrail 追跡、メトリクスフィル
ター、およびメトリクスフィルターのアラームの設定が含まれます。

Amazon SNS トピックを作成するには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
2. すべての CIS アラームを受信する Amazon SNS トピックを作成します。

トピックに少なくとも 1 人の受信者を作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service 開発者ガイド」の「Amazon SNS の開始方法」を参照してください。

次に、すべてのリージョンに適用されるアクティブな CloudTrail を設定します。これを行うには、the 
section called “3.1 - CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する” (p. 609) の修正ス
テップに従います。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。そのロググループに
対してメトリクスフィルターを作成します。

最後に、メトリクスフィルターとアラームを作成します。

メトリクスフィルターとアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Log groups] (ロググループ) を選択します。
3. 作成した CloudTrail 追跡に関連付けられている CloudWatch Logs ロググループのチェックボックスを

選択します。
4. [Actions] (アクション) から、[Create Metric Filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。
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5. [Define pattern] (パターンを定義) で、以下の操作を行います。

a. 次のパターンをコピーして、[Filter Pattern] (フィルターパターン) フィールドに貼り付けます。

{($.eventSource=config.amazonaws.com) && (($.eventName=StopConfigurationRecorder) 
 || ($.eventName=DeleteDeliveryChannel) || ($.eventName=PutDeliveryChannel) || 
 ($.eventName=PutConfigurationRecorder))}

b. [Next] (次へ) を選択します。
6. [Assign metric] (メトリクスの割り当て) で、以下の操作を行います。

a. [Filter name] (フィルター名) に、メトリクスフィルターの名前を入力します。
b. [Metric namespace] (メトリクス名前空間) に LogMetrics と入力します。

すべての CIS ログメトリクスフィルターに同じ名前空間を使用した場合、すべての CIS 
Benchmark メトリクスがグループ化されます。

c. [Metric name] (メトリクス名) に、メトリクスの名前を入力します。メトリクスの名前を忘れない
でください。アラームの作成時にメトリクスを選択する必要があります。

d. [Metric value] (メトリクス値) に 1 と入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

7. [Review and create] (確認して作成) で、新しいメトリクスフィルター用に入力した情報を確認しま
す。その後、[Create metric filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。

8. [Metric filters] (メトリクスフィルター) タブを選択し、作成したメトリクスフィルターを選択します。

メトリクスフィルターを選択するには、右上のチェックボックスを選択します。
9. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。
10. [Specify metric and conditions] (メトリクスと条件の指定) で、以下の操作を行います。

a. [Metric] (メトリクス) では、デフォルトの値のままにしておきます。使用可能な統計の詳細につい
ては、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「統計」を参照してください。

b. [Conditions] (条件) の [Threshold] (しきい値) で、[Static] (静的) を選択します。
c. [Define the alarm condition] (アラーム条件を定義) で、[Greater/Equal] (より大きい/等しい) を選

択します。
d. [Define the threshold value] (しきい値の定義) で、1 を入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

11. [Configure actions] (アクションの設定) で、次の作業を行います。

a. [Alarm state trigger] (アラーム状態トリガー) で、[In alarm] (アラーム状態) を選択します。
b. [Select an SNS topic] (SNS トピックの選択) で、[Select an existing SNS topic] (既存の SNS ト

ピックの選択) を選択します。
c. [Send a notification to] (通知の送信先) で、前の手順で作成した SNS トピックの名前を入力しま

す。
d. [Next] (次へ) を選択します。

12. [Add name and description] (名前と説明の追加) に、アラームの [Name] (名前) と [Description] (説明) 
を入力します。例えば、CIS-4.9-AWSConfigChanges です。続いて、[Next] (次へ) を選択します。

13. [Preview and create] (プレビューと作成) で、アラームの設定を確認します。次に [Create alarm] (ア
ラームの作成) を選択します。

4.10 - セキュリティグループの変更に対するログメトリクスフィルターとアラー
ムが存在することを確認する

重要度: 低
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AWS Config ルール: なし

スケジュールタイプ: 定期的

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定すること
により、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。セキュリティグループは、VPC の入力
トラフィックと出力トラフィックを制御するステートフルパケットフィルターです。

CIS では、セキュリティグループの変更に対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを推奨
しています。これらの変更をモニタリングすることにより、リソースやサービスが意図せずに公開されな
いようにできます。

このチェックを実行するために、Security Hub はカスタムロジックを使用して、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.4.0 のコントロール 4.10 に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規
定された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加の
フィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

Note

Security Hub がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する 
CloudTrail 追跡が検索されます。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可
能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もありま
す。
チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

• 追跡が設定されていません。
• 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール

要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

• マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub は、追跡が基づい
ているリージョンでのみ結果を生成できます。

• マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub は、追跡を所有する
アカウントの結果のみを生成できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有している
か、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる
必要があります。それ以外の場合は、Security Hub はコントロールに対して結果 WARNING を生
成します。

修正

この問題を修正するためのステップには、Amazon SNS トピック、CloudTrail 追跡、メトリクスフィル
ター、およびメトリクスフィルターのアラームの設定が含まれます。

Amazon SNS トピックを作成するには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
2. すべての CIS アラームを受信する Amazon SNS トピックを作成します。

トピックに少なくとも 1 人の受信者を作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service 開発者ガイド」の「Amazon SNS の開始方法」を参照してください。

次に、すべてのリージョンに適用されるアクティブな CloudTrail を設定します。これを行うには、the 
section called “3.1 - CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する” (p. 609) の修正ス
テップに従います。
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CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。そのロググループに
対してメトリクスフィルターを作成します。

最後に、メトリクスフィルターとアラームを作成します。

メトリクスフィルターとアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Log groups] (ロググループ) を選択します。
3. 作成した CloudTrail 追跡に関連付けられている CloudWatch Logs ロググループのチェックボックスを

選択します。
4. [Actions] (アクション) から、[Create Metric Filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。
5. [Define pattern] (パターンを定義) で、以下の操作を行います。

a. 次のパターンをコピーして、[Filter Pattern] (フィルターパターン) フィールドに貼り付けます。

{($.eventName=AuthorizeSecurityGroupIngress) 
 || ($.eventName=AuthorizeSecurityGroupEgress) 
 || ($.eventName=RevokeSecurityGroupIngress) || 
 ($.eventName=RevokeSecurityGroupEgress) || ($.eventName=CreateSecurityGroup) || 
 ($.eventName=DeleteSecurityGroup)}

b. [Next] (次へ) を選択します。
6. [Assign metric] (メトリクスの割り当て) で、以下の操作を行います。

a. [Filter name] (フィルター名) に、メトリクスフィルターの名前を入力します。
b. [Metric namespace] (メトリクス名前空間) に LogMetrics と入力します。

すべての CIS ログメトリクスフィルターに同じ名前空間を使用した場合、すべての CIS 
Benchmark メトリクスがグループ化されます。

c. [Metric name] (メトリクス名) に、メトリクスの名前を入力します。メトリクスの名前を忘れない
でください。アラームの作成時にメトリクスを選択する必要があります。

d. [Metric value] (メトリクス値) に 1 と入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

7. [Review and create] (確認して作成) で、新しいメトリクスフィルター用に入力した情報を確認しま
す。その後、[Create metric filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。

8. [Metric filters] (メトリクスフィルター) タブを選択し、作成したメトリクスフィルターを選択します。

メトリクスフィルターを選択するには、右上のチェックボックスを選択します。
9. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。
10. [Specify metric and conditions] (メトリクスと条件の指定) で、以下の操作を行います。

a. [Metric] (メトリクス) では、デフォルトの値のままにしておきます。使用可能な統計の詳細につい
ては、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「統計」を参照してください。

b. [Conditions] (条件) の [Threshold] (しきい値) で、[Static] (静的) を選択します。
c. [Define the alarm condition] (アラーム条件を定義) で、[Greater/Equal] (より大きい/等しい) を選

択します。
d. [Define the threshold value] (しきい値の定義) で、1 を入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

11. [Configure actions] (アクションの設定) で、次の作業を行います。

a. [Alarm state trigger] (アラーム状態トリガー) で、[In alarm] (アラーム状態) を選択します。
b. [Select an SNS topic] (SNS トピックの選択) で、[Select an existing SNS topic] (既存の SNS ト

ピックの選択) を選択します。
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c. [Send a notification to] (通知の送信先) で、前の手順で作成した SNS トピックの名前を入力しま
す。

d. [Next] (次へ) を選択します。
12. [Add name and description] (名前と説明の追加) に、アラームの [Name] (名前) と [Description] (説明) 

を入力します。例えば、CIS-4.10-SecurityGroupChanges です。続いて、[Next] (次へ) を選択し
ます。

13. [Preview and create] (プレビューと作成) で、アラームの設定を確認します。次に [Create alarm] (ア
ラームの作成) を選択します。

4.11 - ネットワークアクセスコントロールリスト (NACL) の変更に対するログメ
トリクスフィルターとアラームが存在することを確認する

重要度: 低

AWS Config ルール: なし

スケジュールタイプ: 定期的

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定するこ
とにより、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。NACL は、VPC 内のサブネットの入
力トラフィックと出力トラフィックを制御するためのステートレスパケットフィルターとして使用されま
す。

CIS では、NACL の変更に対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを推奨しています。こ
れらの変更をモニタリングすることにより、AWS リソースやサービスが意図せずに公開されないようにで
きます。

このチェックを実行するために、Security Hub はカスタムロジックを使用して、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.4.0 のコントロール 4.11 に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規
定された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加の
フィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

Note

Security Hub がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する 
CloudTrail 追跡が検索されます。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可
能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もありま
す。
チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

• 追跡が設定されていません。
• 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール

要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

• マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub は、追跡が基づい
ているリージョンでのみ結果を生成できます。

• マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub は、追跡を所有する
アカウントの結果のみを生成できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有している
か、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる
必要があります。それ以外の場合は、Security Hub はコントロールに対して結果 WARNING を生
成します。
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修正

この問題を修正するためのステップには、Amazon SNS トピック、CloudTrail 追跡、メトリクスフィル
ター、およびメトリクスフィルターのアラームの設定が含まれます。

Amazon SNS トピックを作成するには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
2. すべての CIS アラームを受信する Amazon SNS トピックを作成します。

トピックに少なくとも 1 人の受信者を作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service 開発者ガイド」の「Amazon SNS の開始方法」を参照してください。

次に、すべてのリージョンに適用されるアクティブな CloudTrail を設定します。これを行うには、the 
section called “3.1 - CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する” (p. 609) の修正ス
テップに従います。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。そのロググループに
対してメトリクスフィルターを作成します。

最後に、メトリクスフィルターとアラームを作成します。

メトリクスフィルターとアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Log groups] (ロググループ) を選択します。
3. 作成した CloudTrail 追跡に関連付けられている CloudWatch Logs ロググループのチェックボックスを

選択します。
4. [Actions] (アクション) から、[Create Metric Filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。
5. [Define pattern] (パターンを定義) で、以下の操作を行います。

a. 次のパターンをコピーして、[Filter Pattern] (フィルターパターン) フィールドに貼り付けます。

{($.eventName=CreateNetworkAcl) || ($.eventName=CreateNetworkAclEntry) 
 || ($.eventName=DeleteNetworkAcl) || ($.eventName=DeleteNetworkAclEntry) 
 || ($.eventName=ReplaceNetworkAclEntry) || 
 ($.eventName=ReplaceNetworkAclAssociation)}

b. [Next] (次へ) を選択します。
6. [Assign metric] (メトリクスの割り当て) で、以下の操作を行います。

a. [Filter name] (フィルター名) に、メトリクスフィルターの名前を入力します。
b. [Metric namespace] (メトリクス名前空間) に LogMetrics と入力します。

すべての CIS ログメトリクスフィルターに同じ名前空間を使用した場合、すべての CIS 
Benchmark メトリクスがグループ化されます。

c. [Metric name] (メトリクス名) に、メトリクスの名前を入力します。メトリクスの名前を忘れない
でください。アラームの作成時にメトリクスを選択する必要があります。

d. [Metric value] (メトリクス値) に 1 と入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

7. [Review and create] (確認して作成) で、新しいメトリクスフィルター用に入力した情報を確認しま
す。その後、[Create metric filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。

8. [Metric filters] (メトリクスフィルター) タブを選択し、作成したメトリクスフィルターを選択します。

メトリクスフィルターを選択するには、右上のチェックボックスを選択します。
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9. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。
10. [Specify metric and conditions] (メトリクスと条件の指定) で、以下の操作を行います。

a. [Metric] (メトリクス) では、デフォルトの値のままにしておきます。使用可能な統計の詳細につい
ては、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「統計」を参照してください。

b. [Conditions] (条件) の [Threshold] (しきい値) で、[Static] (静的) を選択します。
c. [Define the alarm condition] (アラーム条件を定義) で、[Greater/Equal] (より大きい/等しい) を選

択します。
d. [Define the threshold value] (しきい値の定義) で、1 を入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

11. [Configure actions] (アクションの設定) で、次の作業を行います。

a. [Alarm state trigger] (アラーム状態トリガー) で、[In alarm] (アラーム状態) を選択します。
b. [Select an SNS topic] (SNS トピックの選択) で、[Select an existing SNS topic] (既存の SNS ト

ピックの選択) を選択します。
c. [Send a notification to] (通知の送信先) で、前の手順で作成した SNS トピックの名前を入力しま

す。
d. [Next] (次へ) を選択します。

12. [Add name and description] (名前と説明の追加) に、アラームの [Name] (名前) と [Description] (説明) 
を入力します。例えば、CIS-4.11-NetworkACLChanges です。続いて、[Next] (次へ) を選択しま
す。

13. [Preview and create] (プレビューと作成) で、アラームの設定を確認します。次に [Create alarm] (ア
ラームの作成) を選択します。

4.12 - ネットワークゲートウェイへの変更に対するログメトリクスフィルターと
アラームが存在することを確認する

重要度: 低

AWS Config ルール: なし

スケジュールタイプ: 定期的

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定すること
により、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。ネットワークゲートウェイは、VPC の
外部にある送信先との間でトラフィックを送受信する必要があります。

CIS では、ネットワークゲートウェイの変更に対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを
推奨しています。これらの変更をモニタリングすることにより、すべての入力トラフィックと出力トラ
フィックが制御されたパスを通じて VPC 境界を通過するようになります。

このチェックを実行するために、Security Hub はカスタムロジックを使用して、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.2 のコントロール 4.12 に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規定
された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加の
フィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

Note

Security Hub がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する 
CloudTrail 追跡が検索されます。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可
能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もありま
す。
チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

• 追跡が設定されていません。
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• 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール
要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

• マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub は、追跡が基づい
ているリージョンでのみ結果を生成できます。

• マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub は、追跡を所有する
アカウントの結果のみを生成できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有している
か、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる
必要があります。それ以外の場合は、Security Hub はコントロールに対して結果 WARNING を生
成します。

修正

この問題を修正するためのステップには、Amazon SNS トピック、CloudTrail 追跡、メトリクスフィル
ター、およびメトリクスフィルターのアラームの設定が含まれます。

Amazon SNS トピックを作成するには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
2. すべての CIS アラームを受信する Amazon SNS トピックを作成します。

トピックに少なくとも 1 人の受信者を作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service 開発者ガイド」の「Amazon SNS の開始方法」を参照してください。

次に、すべてのリージョンに適用されるアクティブな CloudTrail を設定します。これを行うには、the 
section called “3.1 - CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する” (p. 609) の修正ス
テップに従います。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。そのロググループに
対してメトリクスフィルターを作成します。

最後に、メトリクスフィルターとアラームを作成します。

メトリクスフィルターとアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Log groups] (ロググループ) を選択します。
3. 作成した CloudTrail 追跡に関連付けられている CloudWatch Logs ロググループのチェックボックスを

選択します。
4. [Actions] (アクション) から、[Create Metric Filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。
5. [Define pattern] (パターンを定義) で、以下の操作を行います。

a. 次のパターンをコピーして、[Filter Pattern] (フィルターパターン) フィールドに貼り付けます。

{($.eventName=CreateCustomerGateway) || ($.eventName=DeleteCustomerGateway) || 
 ($.eventName=AttachInternetGateway) || ($.eventName=CreateInternetGateway) || 
 ($.eventName=DeleteInternetGateway) || ($.eventName=DetachInternetGateway)}

b. [Next] (次へ) を選択します。
6. [Assign metric] (メトリクスの割り当て) で、以下の操作を行います。

a. [Filter name] (フィルター名) に、メトリクスフィルターの名前を入力します。
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b. [Metric namespace] (メトリクス名前空間) に LogMetrics と入力します。

すべての CIS ログメトリクスフィルターに同じ名前空間を使用した場合、すべての CIS 
Benchmark メトリクスがグループ化されます。

c. [Metric name] (メトリクス名) に、メトリクスの名前を入力します。メトリクスの名前を忘れない
でください。アラームの作成時にメトリクスを選択する必要があります。

d. [Metric value] (メトリクス値) に 1 と入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

7. [Review and create] (確認して作成) で、新しいメトリクスフィルター用に入力した情報を確認しま
す。その後、[Create metric filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。

8. [Metric filters] (メトリクスフィルター) タブを選択し、作成したメトリクスフィルターを選択します。

メトリクスフィルターを選択するには、右上のチェックボックスを選択します。
9. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。
10. [Specify metric and conditions] (メトリクスと条件の指定) で、以下の操作を行います。

a. [Metric] (メトリクス) では、デフォルトの値のままにしておきます。使用可能な統計の詳細につい
ては、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「統計」を参照してください。

b. [Conditions] (条件) の [Threshold] (しきい値) で、[Static] (静的) を選択します。
c. [Define the alarm condition] (アラーム条件を定義) で、[Greater/Equal] (より大きい/等しい) を選

択します。
d. [Define the threshold value] (しきい値の定義) で、1 を入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

11. [Configure actions] (アクションの設定) で、次の作業を行います。

a. [Alarm state trigger] (アラーム状態トリガー) で、[In alarm] (アラーム状態) を選択します。
b. [Select an SNS topic] (SNS トピックの選択) で、[Select an existing SNS topic] (既存の SNS ト

ピックの選択) を選択します。
c. [Send a notification to] (通知の送信先) で、前の手順で作成した SNS トピックの名前を入力しま

す。
d. [Next] (次へ) を選択します。

12. [Add name and description] (名前と説明の追加) に、アラームの [Name] (名前) と [Description] (説明) 
を入力します。例えば、CIS-4.12-NetworkGatewayChanges です。続いて、[Next] (次へ) を選択
します。

13. [Preview and create] (プレビューと作成) で、アラームの設定を確認します。次に [Create alarm] (ア
ラームの作成) を選択します。

4.13 - ルートテーブルの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存
在することを確認する

重要度: 低

AWS Config ルール: なし

スケジュールタイプ: 定期的

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定すること
により、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。ルーティングテーブルは、サブネット
間およびネットワークゲートウェイへのネットワークトラフィックをルーティングします。

CIS では、ルートテーブルの変更に対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを推奨してい
ます。これらの変更をモニタリングすることで、すべての VPC トラフィックが確実に想定どおりのパスを
通過するようにできます。
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このチェックを実行するために、Security Hub はカスタムロジックを使用して、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.4.0 のコントロール 4.13 に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規
定された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加の
フィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

Note

Security Hub がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する 
CloudTrail 追跡が検索されます。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可
能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もありま
す。
チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

• 追跡が設定されていません。
• 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール

要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

• マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub は、追跡が基づい
ているリージョンでのみ結果を生成できます。

• マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub は、追跡を所有する
アカウントの結果のみを生成できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有している
か、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる
必要があります。それ以外の場合は、Security Hub はコントロールに対して結果 WARNING を生
成します。

修正

この問題を修正するためのステップには、Amazon SNS トピック、CloudTrail 追跡、メトリクスフィル
ター、およびメトリクスフィルターのアラームの設定が含まれます。

Amazon SNS トピックを作成するには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
2. すべての CIS アラームを受信する Amazon SNS トピックを作成します。

トピックに少なくとも 1 人の受信者を作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service 開発者ガイド」の「Amazon SNS の開始方法」を参照してください。

次に、すべてのリージョンに適用されるアクティブな CloudTrail を設定します。これを行うには、the 
section called “3.1 - CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する” (p. 609) の修正ス
テップに従います。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。そのロググループに
対してメトリクスフィルターを作成します。

最後に、メトリクスフィルターとアラームを作成します。

メトリクスフィルターとアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Log groups] (ロググループ) を選択します。
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3. 作成した CloudTrail 追跡に関連付けられている CloudWatch Logs ロググループのチェックボックスを
選択します。

4. [Actions] (アクション) から、[Create Metric Filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。
5. [Define pattern] (パターンを定義) で、以下の操作を行います。

a. 次のパターンをコピーして、[Filter Pattern] (フィルターパターン) フィールドに貼り付けます。

{($.eventName=CreateRoute) || ($.eventName=CreateRouteTable) || 
 ($.eventName=ReplaceRoute) || ($.eventName=ReplaceRouteTableAssociation) 
 || ($.eventName=DeleteRouteTable) || ($.eventName=DeleteRoute) || 
 ($.eventName=DisassociateRouteTable)}

b. [Next] (次へ) を選択します。
6. [Assign metric] (メトリクスの割り当て) で、以下の操作を行います。

a. [Filter name] (フィルター名) に、メトリクスフィルターの名前を入力します。
b. [Metric namespace] (メトリクス名前空間) に LogMetrics と入力します。

すべての CIS ログメトリクスフィルターに同じ名前空間を使用した場合、すべての CIS 
Benchmark メトリクスがグループ化されます。

c. [Metric name] (メトリクス名) に、メトリクスの名前を入力します。メトリクスの名前を忘れない
でください。アラームの作成時にメトリクスを選択する必要があります。

d. [Metric value] (メトリクス値) に 1 と入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

7. [Review and create] (確認して作成) で、新しいメトリクスフィルター用に入力した情報を確認しま
す。その後、[Create metric filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。

8. [Metric filters] (メトリクスフィルター) タブを選択し、作成したメトリクスフィルターを選択します。

メトリクスフィルターを選択するには、右上のチェックボックスを選択します。
9. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。
10. [Specify metric and conditions] (メトリクスと条件の指定) で、以下の操作を行います。

a. [Metric] (メトリクス) の [Statistic] (統計) で、[Average] (平均) を選択します。使用可能な統計の詳
細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「統計」を参照してください。

b. [Conditions] (条件) の [Threshold] (しきい値) で、[Static] (静的) を選択します。
c. [Define the alarm condition] (アラーム条件を定義) で、[Greater/Equal] (より大きい/等しい) を選

択します。
d. [Define the threshold value] (しきい値の定義) で、1 を入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

11. [Configure actions] (アクションの設定) で、次の作業を行います。

a. [Alarm state trigger] (アラーム状態トリガー) で、[In alarm] (アラーム状態) を選択します。
b. [Select an SNS topic] (SNS トピックの選択) で、[Select an existing SNS topic] (既存の SNS ト

ピックの選択) を選択します。
c. [Send a notification to] (通知の送信先) で、前の手順で作成した SNS トピックの名前を入力しま

す。
d. [Next] (次へ) を選択します。

12. [Add name and description] (名前と説明の追加) に、アラームの [Name] (名前) と [Description] (説明) 
を入力します。例えば、CIS-4.13-RouteTableChanges です。続いて、[Next] (次へ) を選択しま
す。

13. [Preview and create] (プレビューと作成) で、アラームの設定を確認します。次に [Create alarm] (ア
ラームの作成) を選択します。
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4.14 - VPC の変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在すること
を確認する
重要度: 低

AWS Config ルール: なし

スケジュールタイプ: 定期的

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定すること
により、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。1 つのアカウントに複数の VPC を含め
ることができるのに加えて、2 つの VPC 間にピア接続を作成し、ネットワークトラフィックを VPC 間で
ルーティングすることができます。

CIS では、VPC の変更に対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを推奨しています。これ
らの変更をモニタリングすることで、認証と認可の管理が損なわれないようにできます。

このチェックを実行するために、Security Hub はカスタムロジックを使用して、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.4.0 のコントロール 4.14 に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規
定された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加の
フィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

Note

Security Hub がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する 
CloudTrail 追跡が検索されます。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可
能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もありま
す。
チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

• 追跡が設定されていません。
• 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール

要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

• マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub は、追跡が基づい
ているリージョンでのみ結果を生成できます。

• マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub は、追跡を所有する
アカウントの結果のみを生成できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有している
か、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる
必要があります。それ以外の場合は、Security Hub はコントロールに対して結果 WARNING を生
成します。

修正

この問題を修正するためのステップには、Amazon SNS トピック、CloudTrail 追跡、メトリクスフィル
ター、およびメトリクスフィルターのアラームの設定が含まれます。

Amazon SNS トピックを作成するには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
2. すべての CIS アラームを受信する Amazon SNS トピックを作成します。

トピックに少なくとも 1 人の受信者を作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service 開発者ガイド」の「Amazon SNS の開始方法」を参照してください。

640

https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:2e5fec5c-5e99-4fb5-b08d-bb46b14754c1#pageNum=1
https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:2e5fec5c-5e99-4fb5-b08d-bb46b14754c1#pageNum=1
https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/sns-getting-started.html#CreateTopic


AWS Security Hub ユーザーガイド
CIS AWS Foundations Benchmark

次に、すべてのリージョンに適用されるアクティブな CloudTrail を設定します。これを行うには、the 
section called “3.1 - CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する” (p. 609) の修正ス
テップに従います。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。そのロググループに
対してメトリクスフィルターを作成します。

最後に、メトリクスフィルターとアラームを作成します。

メトリクスフィルターとアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Log groups] (ロググループ) を選択します。
3. 作成した CloudTrail 追跡に関連付けられている CloudWatch Logs ロググループのチェックボックスを

選択します。
4. [Actions] (アクション) から、[Create Metric Filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。
5. [Define pattern] (パターンを定義) で、以下の操作を行います。

a. 次のパターンをコピーして、[Filter Pattern] (フィルターパターン) フィールドに貼り付けます。

{($.eventName=CreateVpc) || ($.eventName=DeleteVpc) || 
 ($.eventName=ModifyVpcAttribute) || ($.eventName=AcceptVpcPeeringConnection) 
 || ($.eventName=CreateVpcPeeringConnection) 
 || ($.eventName=DeleteVpcPeeringConnection) || 
 ($.eventName=RejectVpcPeeringConnection) || ($.eventName=AttachClassicLinkVpc) 
 || ($.eventName=DetachClassicLinkVpc) || ($.eventName=DisableVpcClassicLink) || 
 ($.eventName=EnableVpcClassicLink)}

b. [Next] (次へ) を選択します。
6. [Assign metric] (メトリクスの割り当て) で、以下の操作を行います。

a. [Filter name] (フィルター名) に、メトリクスフィルターの名前を入力します。
b. [Metric namespace] (メトリクス名前空間) に LogMetrics と入力します。

すべての CIS ログメトリクスフィルターに同じ名前空間を使用した場合、すべての CIS 
Benchmark メトリクスがグループ化されます。

c. [Metric name] (メトリクス名) に、メトリクスの名前を入力します。メトリクスの名前を忘れない
でください。アラームの作成時にメトリクスを選択する必要があります。

d. [Metric value] (メトリクス値) に 1 と入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

7. [Review and create] (確認して作成) で、新しいメトリクスフィルター用に入力した情報を確認しま
す。その後、[Create metric filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。

8. [Metric filters] (メトリクスフィルター) タブを選択し、作成したメトリクスフィルターを選択します。

メトリクスフィルターを選択するには、右上のチェックボックスを選択します。
9. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。
10. [Specify metric and conditions] (メトリクスと条件の指定) で、以下の操作を行います。

a. [Metric] (メトリクス) の [Statistic] (統計) で、[Average] (平均) を選択します。使用可能な統計の詳
細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「統計」を参照してください。

b. [Conditions] (条件) の [Threshold] (しきい値) で、[Static] (静的) を選択します。
c. [Define the alarm condition] (アラーム条件を定義) で、[Greater/Equal] (より大きい/等しい) を選

択します。
d. [Define the threshold value] (しきい値の定義) で、1 を入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。
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11. [Configure actions] (アクションの設定) で、次の作業を行います。

a. [Alarm state trigger] (アラーム状態トリガー) で、[In alarm] (アラーム状態) を選択します。
b. [Select an SNS topic] (SNS トピックの選択) で、[Select an existing SNS topic] (既存の SNS ト

ピックの選択) を選択します。
c. [Send a notification to] (通知の送信先) で、前の手順で作成した SNS トピックの名前を入力しま

す。
d. [Next] (次へ) を選択します。

12. [Add name and description] (名前と説明の追加) に、アラームの [Name] (名前) と [Description] (説明) 
を入力します。例えば、CIS-4.14-VPCChanges です。続いて、[Next] (次へ) を選択します。

13. [Preview and create] (プレビューと作成) で、アラームの設定を確認します。次に [Create alarm] (ア
ラームの作成) を選択します。

5.1 – ネットワーク ACL が 0.0.0.0/0 からリモートサーバー管理ポートへの侵入を
許可していないことを確認する

重要度: 中

AWS Config ルール: nacl-no-unrestricted-ssh-rdp

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、ネットワークアクセスコントロールリスト (NACL) が、 SSH/RDP 侵入トラフィッ
クのデフォルトポートへのアクセスを無制限に許可しているかどうかをチェックします。NACL インバウ
ンドエントリがポート 22 または 3389 に対して「0.0.0.0/0」または「::/0」の送信元 CIDR ブロックを許
可する場合、ルールは失敗します。

ポート 22 (SSH) やポート 3389 (RDP) などのリモートサーバー管理ポートへのアクセスは、VPC 内のリ
ソースへの意図しないアクセスを許可する可能性があるため、パブリックにアクセスできないようにする
必要があります。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

修正

NACL の詳細については、「VPC ユーザーガイド」の「ネットワーク ACL」を参照してください。

5.3 - すべての VPC のデフォルトセキュリティグループがすべてのトラフィック
を制限していることを確認する

重要度: 高

AWS Config ルール: vpc-default-security-group-closed

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合
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VPC に用意されているデフォルトのセキュリティグループの初期設定では、すべてのインバウンドトラ
フィックが拒否され、すべてのアウトバウンドトラフィックと、そのセキュリティグループに割り当てら
れているインスタンス間のすべてのトラフィックが許可されます。インスタンスを起動するときにセキュ
リティグループを指定しなかった場合、そのインスタンスはデフォルトのセキュリティグループに自動
的に割り当てられます。セキュリティグループは、AWS リソースへの入力および出力ネットワークトラ
フィックのステートフルフィルタリングを提供します。

CIS では、デフォルトのセキュリティグループがすべてのトラフィックを制限することを推奨していま
す。

ルールに準拠するように、各リージョンのデフォルトの VPC のデフォルトのセキュリティグループを更新
します。すべての新しい VPC には、デフォルトのセキュリティグループが自動的に含まれるため、この推
奨事項に準拠するために修正する必要があります。

Note

この推奨事項を実装するときは、the section called “3.9 - すべての VPC で VPC フローログ記録
が有効であることを確認する ” (p. 616) のために有効になっている VPC フローログ記録を使用
して、システムが正常に動作するために必要な最小特権のポートアクセスを特定できます。VPC 
フローログ記録は、現在のセキュリティグループで発生したすべてのパケットの受け入れと拒否
をログに記録できます。

すべての VPC のデフォルトセキュリティグループですべてのトラフィックを制限するように設定すること
で、最小特権のセキュリティグループの構築と、AWS リソースのセキュリティグループへの注意深い配置
が促進されます。その結果、これらのリソースの露出が減少します。

修正

すべてのアクセスを制限するために、デフォルトのセキュリティグループを更新するには

1. Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
2. デフォルトのセキュリティグループの詳細を表示して、それらに割り当てられているリソースを確認

します。
3. リソースに対して最小特権のセキュリティグループのセットを作成します。
4. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
5. Amazon EC2 コンソールで、デフォルトのセキュリティグループを使用しているリソースのセキュリ

ティグループを、作成した最小特権のセキュリティグループに変更します。
6. デフォルトのセキュリティグループごとに、[Inbound] (インバウンド) タブを選択し、すべてのインバ

ウンドルールを削除します。
7. デフォルトのセキュリティグループごとに、[Outbound] (アウトバウンド) タブを選択し、すべてのア

ウトバウンドルールを削除します。

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「セキュリティグループの操作」を参照してくださ
い。

CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0 と v1.4.0 の比較
このセクションでは、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 と v1.2.0 との差異をまとめます。コント
ロール ID を選択すると、そのコントロールの検出に失敗した場合の修復手順を確認できます。

Note

セキュリティのベストプラクティスを常に最新の状態に維持するために、CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.4.0 へのアップグレードが推奨されますが、v1.4.0 と v1.2.0 の両方を同時に有効
にすることもできます。詳細については、「セキュリティ標準の無効化または有効化 (p. 348)」
を参照してください。v1.4.0 にアップグレードする場合は、v1.2.0 を無効にするより前に、まず
v1.4.0 を有効にするのが最善です。Security Hub と AWS Organizations との統合を使用して複数
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の AWS アカウント を一元管理していて、すべてのアカウントで v1.4.0 を一括で有効にする (必
要であれば v1.2.0 を無効にする) 場合は、Security Hub マルチアカウントスクリプトを使用でき
ます。

CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 で追加されたコントロール
CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 には、以下のコントロールが追加されました。これらのコント
ロールは CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0 には含まれていません。

Cisv1.4.0 の要件 コントロールタイトル

1.12 (p. 599) 45 日間以上使用されていない認証情報は無効にし
ます。

2.1.1 (p. 603) すべての S3 バケットが encryption-at-rest を採用
していることを確認します。

2.1.2 (p. 604) S3 バケットポリシーが HTTP リクエストを拒否す
るように設定されていることを確認する

2.1.5.1 (p. 606) S3 ブロックパブリックアクセス設定を有効にする
必要があります

2.1.5.2 (p. 607) S3 ブロックパブリックアクセス設定は、バケット
レベルで有効にする必要があります

2.2.1 (p. 608) EBSボリュームの暗号化が有効であることを確認
します

2.3.1 (p. 609) RDSインスタンスで暗号化が有効であることを確
認します

5.1 (p. 642) ネットワーク ACL が 0.0.0.0/0 からリモートサー
バー管理ポートへの侵入を許可していないことを
確認します

CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0 には存在するが、v1.4.0 には存在しな
いコントロール
以下のコントロールは、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0 のみに存在します。これらのコントロー
ルは CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 には含まれていません。

Cisv1.2.0 の要件 コントロールタイトル v1.4.0 に含まれていない理由

1.1 (p. 537) ルートユーザーの使用を避ける 代わりに 1.7 - 管理および日常の
タスクでのルートユーザーの使
用を排除する (p. 595) を参照す
る

1.3 (p. 540) 90 日間以上使用されていない認
証情報は無効化されるようにす
る

代わりに 1.12 - 45 日以上使用さ
れていない認証情報は無効にな
ることを確認する  (p. 599) を
参照する

1.5 (p. 542) IAM パスワードポリシーで少な
くとも 1 文字の大文字が要求さ
れていることを確認する

Cisv1.4.0 の要件ではありません
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Cisv1.2.0 の要件 コントロールタイトル v1.4.0 に含まれていない理由

1.6 (p. 542) IAM パスワードポリシーで少な
くとも 1 文字の小文字が要求さ
れていることを確認する

Cisv1.4.0 の要件ではありません

1.7 (p. 543) IAM パスワードポリシーで少な
くとも 1 文字の記号が要求され
ていることを確認する

Cisv1.4.0 の要件ではありません

1.8 (p. 543) IAM パスワードポリシーで少な
くとも 1 文字の数字が要求され
ていることを確認する

Cisv1.4.0 の要件ではありません

1.11 (p. 545) IAM パスワードポリシーでパス
ワードが 90 日以内に有効期限切
れとなることを確認する

Cisv1.4.0 の要件ではありません

1.16 (p. 547) IAM ポリシーがグループまたは
ロールだけに添付されているこ
とを確認する

Security Hub がサポートしてい
ない自動チェック

3.1 (p. 558) 不正な API コールに対するログ
メトリクスフィルターとアラー
ムが存在することを確認する

Security Hub がサポートしてい
ない自動チェック

3.2 (p. 560) MFA なしの AWS Management 
Console サインインに対するログ
メトリクスフィルターとアラー
ムが存在することを確認する

Security Hub がサポートしてい
ない自動チェック

4.1 (p. 590) どのセキュリティグループでも 
0.0.0.0/0 からポート 22 への入力
を許可していないことを確認す
る

代わりに 5.1 – ネットワーク 
ACL が 0.0.0.0/0 からリモート
サーバー管理ポートへの侵入
を許可していないことを確認す
る (p. 642) を参照する

4.2 (p. 591) どのセキュリティグループでも 
0.0.0.0/0 からポート 3389 への入
力を許可しないことを確認する

Security Hub がサポートしてい
ない自動チェック

CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0 および v1.4.0 に存在するコントロール

以下のコントロールは、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0 と v1.4.0 の両方に存在します。ただ
し、コントロール ID と一部のコントロールタイトルはバージョンごとに異なります。

Cisv1.2.0 の要件 CISv1.2.0 でのコント
ロールのタイトル

Cisv1.4.0 の要件 CISv1.4.0 でのコント
ロールのタイトル

1.2 (p. 539) コンソールパスワード
を持っているすべての 
IAM ユーザーについて
多要素認証 (MFA) が有
効にします。

1.10 (p. 598) コンソールパスワード
を持っているすべての 
IAM ユーザーについて
多要素認証 (MFA) が有
効にします。

1.4 (p. 541) アクセスキーは 90 日ご
とに更新します。

1.14 (p. 600) アクセスキーは 90 日ご
とに更新します。
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Cisv1.2.0 の要件 CISv1.2.0 でのコント
ロールのタイトル

Cisv1.4.0 の要件 CISv1.4.0 でのコント
ロールのタイトル

1.9 (p. 544) IAM パスワードポリ
シーにおいて、14 文字
以上のパスワードが要
求されるようにする

1.8 (p. 597) IAM パスワードポリ
シーにおいて 14 文字以
上の長さが必要になり
ます。

1.10 (p. 544) IAM パスワードポリ
シーはパスワードの再
使用を禁止しています

1.9 (p. 598) IAM パスワードポリ
シーはパスワードの再
使用を禁止しています

1.12 (p. 545) ルートユーザーのアク
セスキーが存在しない
ことを確認する

1.4 (p. 592) ルートユーザーアカウ
ントアクセスキーが存
在しないことを確認し
ます

1.13 (p. 546) MFA がルートユーザー
で有効になっているこ
とを確認する

1.5 (p. 593) ルートユーザーアカウ
ントで MFA が有効であ
ることを確認する

1.14 (p. 547) ハードウェア MFA が
ルートユーザーで有効
になっていることを確
認する

1.6 (p. 594) ルートユーザーアカウ
ントでハードウェア 
MFA を有効にします

1.20 (p. 548) AWS Support でインシ
デントを管理するため
のサポートロールが作
成されていることを確
認する

1.17 (p. 602) AWS Support でインシ
デントを管理するため
のサポートロールが作
成されていることを確
認する

1.22 (p. 549) 完全な「*:*」管理者権
限を許可する IAM ポリ
シーが作成されていな
いことを確認する

1.16 (p. 601) 完全な「*:*」管理権
限を許可する IAM ポ
リシーは作成されませ
ん。

2.1 (p. 550) CloudTrail がすべての
リージョンで有効であ
ることを確認する

3.1 (p. 610) CloudTrail がすべての
リージョンで有効であ
ることを確認する

2.2 (p. 551) CloudTrailのログファイ
ル検証が有効であるこ
とを確認する

3.2 (p. 611) CloudTrailのログファイ
ル検証が有効であるこ
とを確認する

2.3 (p. 552) CloudTrail ログの保存に
使用されるS3 バケット
が一般公開されていな
いことを確認します

3.3 (p. 612) CloudTrail ログの保存に
使用されるS3 バケット
が一般公開されていな
いことを確認します

2.4 (p. 553) CloudTrailトレイルが 
CloudWatchLogs と統合
されていることを確認
します。

3.4 (p. 612) CloudTrailトレイルが 
CloudWatchLogs と統合
されていることを確認
します。

2.5 (p. 554) AWS Config が有効に
なっているようにする

3.5 (p. 613) すべてのリージョンで 
AWS Config が有効に
なっていることを確認
する
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Cisv1.2.0 の要件 CISv1.2.0 でのコント
ロールのタイトル

Cisv1.4.0 の要件 CISv1.4.0 でのコント
ロールのタイトル

2.6 (p. 555) S3 バケットアクセスロ
グ記録が CloudTrail S3 
バケットで有効になっ
ていることを確認しま
す

3.6 (p. 615) S3 バケットアクセスロ
グ記録が CloudTrail S3 
バケットで有効になっ
ていることを確認しま
す

2.7 (p. 556) CloudTrail ログが保管中
に AWS KMS keys を使
用して暗号化されてい
ることを確認する

3.7 (p. 615) CloudTrail ログが保管中
に AWS KMS keys を使
用して暗号化されてい
ることを確認する

2.8 (p. 557) カスタマー作成の KMS 
キーのローテーション
が有効になっているこ
とを確認する

3.8 (p. 616) カスタマー作成の KMS 
キーのローテーション
が有効になっているこ
とを確認する

2.9 (p. 557) すべての VPCs で VPC 
フローログ記録が有効
になっていることを確
認します

3.9 (p. 617) すべての VPCs で VPC 
フローログ記録が有効
になっていることを確
認します

3.3 (p. 563) ルートユーザーに使用
するログメトリック
フィルターとアラーム
が存在することを確認
する

1.7 (p. 595) 管理および日常のタス
クでのルートユーザー
の使用を排除します

3.4 (p. 565) MFA なしの IAM ポリ
シーの変更に対して
ログメトリクスフィ
ルターとアラームが存
在することを確認しま
す。

4.4 (p. 618) MFA なしの IAM ポリ
シーの変更に対して
ログメトリクスフィ
ルターとアラームが存
在することを確認しま
す。

3.5 (p. 567) CloudTrail 設定の変更に
対するログメトリック
フィルターとアラーム
が存在することを確認
する

4.5 (p. 620) CloudTrail 設定の変更に
対するログメトリック
フィルターとアラーム
が存在することを確認
する

3.6 (p. 570) AWS マネジメントコン
ソールでの認証の失敗
に対するログメトリク
スフィルターとアラー
ムが存在するようにす
る

4.6 (p. 622) AWS マネジメントコン
ソールでの認証の失敗
に対するログメトリク
スフィルターとアラー
ムが存在するようにす
る

3.7 (p. 572) カスタマーマネージド
キーの無効化またはス
ケジュールされた削除
に対するログメトリク
スフィルターとアラー
ムが存在することを確
認する

4.7 (p. 625) カスタマーマネージド
キーの無効化またはス
ケジュールされた削除
に対するログメトリク
スフィルターとアラー
ムが存在することを確
認する
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Cisv1.2.0 の要件 CISv1.2.0 でのコント
ロールのタイトル

Cisv1.4.0 の要件 CISv1.4.0 でのコント
ロールのタイトル

3.8 (p. 574) S3 バケットの変更に
対してログメトリクス
フィルターとアラーム
が存在することを確認
します

4.8 (p. 627) S3 バケットの変更に
対してログメトリクス
フィルターとアラーム
が存在することを確認
します

3.9 (p. 576) AWS Config 設定の変更
に対してログメトリッ
クフィルターとアラー
ムが存在することを確
認する

4.9 (p. 629) AWS Config 設定の変更
に対してログメトリッ
クフィルターとアラー
ムが存在することを確
認する

3.10 (p. 579) セキュリティグループ
の変更に対するメト
リクスフィルターとア
ラームが存在すること
を確認します

4.10 (p. 631) セキュリティグループ
の変更に対するメト
リクスフィルターとア
ラームが存在すること
を確認します

3.11 (p. 581) ネットワークアクセス
コントロールリスト 
(NACL) への変更に対す
るログメトリクスとア
ラームが存在すること
を確認します

4.11 (p. 634) ネットワークアクセス
コントロールリスト 
(NACL) への変更に対す
るログメトリクスとア
ラームが存在すること
を確認します

3.12 (p. 583) ネットワークゲート
ウェイへの変更に対す
るログメトリクスとア
ラームが存在すること
を確認します

4.12 (p. 636) ネットワークゲート
ウェイへの変更に対す
るログメトリクスとア
ラームが存在すること
を確認します

3.13 (p. 586) ルートテーブルの変更
に対してログメトリク
スフィルターとアラー
ムが存在することを確
認します

4.13 (p. 638) ルートテーブルの変更
に対してログメトリク
スフィルターとアラー
ムが存在することを確
認します

3.14 (p. 588) VPC の変更に対して
ログメトリクスフィル
ターとアラームが存在
することを確認します

4.14 (p. 640) VPC の変更に対して
ログメトリクスフィル
ターとアラームが存在
することを確認します

4.3 (p. 591) すべての VPC のデフォ
ルトセキュリティグ
ループがすべてのトラ
フィックを制限するよ
うにします

5.3 (p. 643) すべての VPC のデフォ
ルトセキュリティグ
ループがすべてのトラ
フィックを制限するよ
うにします

CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 の検出結果フィールドの形式

CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 を有効にすると、AWS Security Finding 形式 (ASFF) で検出結
果を受け取るようになります。これらの検出結果については、標準固有のフィールドは v1.4.0 を参照しま
す。CISAWS Foundations Benchmark v1.4.0 では、GeneratorID (p. 131) および標準の Amazon リソー
スネーム (ARN) を参照するすべての ASFF フィールドについて、次の形式に注意してください。
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• 標準 ARN – arn:aws::securityhub:region::standards/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.4.0

• GeneratorID – cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/control ID

GetEnabledStandards API オペレーションを呼び出して、標準の ARN を調べることができます。

Note

CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 を有効にすると、Security Hub が他の有効な標準で有効
になっているコントロールと同じ AWS Config サービスリンクルールを使用するコントロールの
検出結果を生成するまでに、最大 18 時間かかる場合があります。詳細については、「セキュリ
ティチェックの実行スケジュール (p. 338)」を参照してください。

CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 の検出結果のサンプル

{ 
  "SchemaVersion": "2018-10-08", 
  "Id": "arn:aws:securityhub:eu-west-1:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.4.0/1.4/finding/aea33149-7039-4138-8e34-00f8fa5026fd", 
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:eu-west-1::product/aws/securityhub", 
  "ProductName": "Security Hub", 
  "CompanyName": "AWS", 
  "Region": "eu-west-1", 
  "GeneratorId": "arn:aws:securityhub:::standards/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.4.0/1.4", 
  "AwsAccountId": "123456789012", 
  "Types": [ 
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/CIS AWS 
 Foundations Benchmark" 
  ], 
  "FirstObservedAt": "2022-08-16T19:05:32.775Z", 
  "LastObservedAt": "2022-08-16T19:05:42.099Z", 
  "CreatedAt": "2022-08-16T19:05:32.775Z", 
  "UpdatedAt": "2022-08-16T19:05:32.775Z", 
  "Severity": { 
    "Product": 90, 
    "Label": "CRITICAL", 
    "Normalized": 90, 
    "Original": "CRITICAL" 
  }, 
  "Title": "1.4 Ensure no root user account access key exists", 
  "Description": "The root user is the most privileged user in an AWS #####. AWS Access 
 Keys provide programmatic access to a given AWS #####. It is recommended that all access 
 keys associated with the root user be removed.", 
  "Remediation": { 
    "Recommendation": { 
      "Text": "For directions on how to fix this issue, consult the AWS Security Hub CIS 
 documentation.", 
      "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/standards-cis-1.4/
remediation" 
    } 
  }, 
  "ProductFields": { 
    "StandardsGuideArn": "arn:aws:securityhub:::standards/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.4.0", 
    "StandardsGuideSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:eu-
west-1:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0", 
    "RuleId": "1.4", 
    "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/standards-
cis-1.4/remediation", 
    "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-iam-root-access-key-check-53cc262a", 
    "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule", 

649

https://docs.aws.amazon.com/securityhub/1.0/APIReference/API_GetEnabledStandards.html


AWS Security Hub ユーザーガイド
CIS AWS Foundations Benchmark

    "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:eu-west-1:123456789012:control/cis-aws-
foundations-benchmark/v/1.4.0/1.4", 
    "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub", 
    "aws/securityhub/CompanyName": "AWS", 
    "Resources:0/Id": "arn:aws:iam::123456789012:root", 
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:eu-west-1::product/aws/securityhub/
arn:aws:securityhub:eu-west-1:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.4.0/1.4/finding/aea35549-7039-4138-8e34-00f8fa5026fd" 
  }, 
  "Resources": [ 
    { 
      "Type": "AwsAccount", 
      "Id": "AWS:::Account:123456789012", 
      "Partition": "aws", 
      "Region": "eu-west-1" 
    } 
  ], 
  "Compliance": { 
    "Status": "FAILED" 
  }, 
  "WorkflowState": "NEW", 
  "Workflow": { 
    "Status": "NEW" 
  }, 
  "RecordState": "ACTIVE", 
  "FindingProviderFields": { 
    "Severity": { 
      "Label": "CRITICAL", 
      "Original": "CRITICAL" 
    }, 
    "Types": [ 
      "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/CIS AWS 
 Foundations Benchmark" 
    ] 
  }
}

無効にしたい場合のある CIS AWS Foundations Benchmark コン
トロール

無効化が推奨される CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0 のコントロール

CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0 標準で、無効にした方が良いコントロールをいくつか次に示しま
す。

CIS AWS Foundations Benchmark 2.7 のコントロール

このコントロールは、AWS KMS を使用して CloudTrail 追跡ログを暗号化します。集中ロギングアカ
ウントでこれらの追跡をログ記録する場合、このコントロールは集中ロギングが行われるアカウント
とリージョンで実行するだけで済みます。

CIS AWS Foundations Benchmark 1.2-1.14、1.16、1.20、1.22、2.5 のコントロール

AWS Config のコストを節約するために、1 つのリージョンを除くすべてのグローバルリソースの記
録を無効にすることができます。これを行うと、Security Hub は引き続きコントロールが有効になっ
ているすべてのリージョンでセキュリティチェックを実行し、リージョンごとにアカウントごとの
チェック数に基づいて料金を請求します。したがって、Security Hub のコストを節約するには、グ
ローバルリソースを記録するリージョン以外のすべてのリージョンで、グローバルリソースを処理す
るコントロールを無効にします。
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これらの 1.x コントロールを無効にし、特定のリージョンでグローバルリソースの記録を無効にする
場合は、2.5 も無効にする必要があります。これは、2.5 に成功するためにはグローバルリソースの記
録が必要となるためです。

CIS AWS Foundations Benchmark 1.1、3.1～3.14 のコントロール

ノイズが多い可能性のある CloudWatch アラームの代わりに、Amazon GuardDuty を異常検出に使用
したい場合があるかもしれません。

その場合は、CloudWatch アラームに特化したこれらのコントロールを無効にすることができます。

無効化が推奨される CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 のコントロール

CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 標準で、無効にした方が良いコントロールをいくつか次に示しま
す。

CIS AWS Foundations Benchmark 3.7 のコントロール

このコントロールは、AWS KMS を使用して CloudTrail 追跡ログを暗号化します。集中ロギングアカ
ウントでこれらの追跡をログ記録する場合、このコントロールは集中ロギングが行われるアカウント
とリージョンで実行するだけで済みます。

CIS AWS Foundations Benchmark 1.4～1.10、1.12、1.14、1.16、1.17、3.5 のコントロール

AWS Config のコストを節約するために、1 つのリージョンを除くすべてのグローバルリソースの記
録を無効にすることができます。これを行うと、Security Hub は引き続きコントロールが有効になっ
ているすべてのリージョンでセキュリティチェックを実行し、リージョンごとにアカウントごとの
チェック数に基づいて料金を請求します。したがって、Security Hub のコストを節約するには、グ
ローバルリソースを記録するリージョン以外のすべてのリージョンで、グローバルリソースを処理す
るコントロールを無効にします。

これらの 1.x コントロールを無効にし、特定のリージョンでグローバルリソースの記録を無効にする
場合は、3.5 も無効にする必要があります。これは、3.5 に成功するためにはグローバルリソースの記
録が必要となるためです。

CIS AWS Foundations Benchmark 1.7、4.4～4.14 のコントロール

ノイズが多い可能性のある CloudWatch アラームの代わりに、Amazon GuardDuty を異常検出に使用
したい場合があるかもしれません。

その場合は、CloudWatch アラームに特化したこれらのコントロールを無効にすることができます。

Security Hub でサポートされていない CIS AWS Foundations 
Benchmark セキュリティチェック
このセクションでは、Security Hub で現在サポートされていない CIS の要件の概要を示します。

Security Hub でサポートされていない CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0 
のセキュリティチェック

以下の CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0 の要件は、現在 Security Hub でサポートされていませ
ん。

サポートされていない手動チェック

Security Hub は、自動化可能なセキュリティチェックに重点を置いています。そのため、CIS AWS 
Foundations Benchmark v1.2.0 の以下の要件は、リソースを手動で確認する必要があるため、Security 
Hub ではサポートされていません。
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• 1.15 - セキュリティの質問が AWS アカウント に登録されているようにする
• 1.17 - 現在の連絡先詳細を維持する
• 1.18 - セキュリティの連絡先情報が登録されていることを確認する
• 1.19 - IAM インスタンスロールはインスタンスからの AWS リソースアクセスに使用されることを確認

する
• 1.21 - コンソールパスワードを持つすべての IAM ユーザーの初期ユーザーセットアップ中にアクセス

キーを設定しない
• 4.4 - VPC ピアリングのルーティングテーブルが「アクセスが最も少ない」ことを確認する

Security Hub は CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0 のすべての自動チェックをサポートしていま
す。

Security Hub でサポートされていない CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 
のセキュリティチェック

以下の CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 の要件は、現在 Security Hub でサポートされていませ
ん。

サポートされていない手動チェック

Security Hub は、自動化可能なセキュリティチェックに重点を置いています。そのため、CIS AWS 
Foundations Benchmark v1.4.0 の以下の要件は、リソースを手動で確認する必要があるため、Security 
Hub ではサポートされていません。

• 1.1 - 現在の連絡先詳細を維持する
• 1.2 - セキュリティの連絡先情報が登録されているようにする
• 1.3 - セキュリティの質問が AWS アカウント に登録されているようにする
• 1.11 - コンソールパスワードを持つすべての IAM ユーザーの初期ユーザーセットアップ中にアクセス

キーを設定しない
• 1.18 - IAM インスタンスロールはインスタンスからの AWS リソースアクセスに使用されることを確認

する
• 1.21 – マルチアカウント環境の ID フェデレーションまたは AWS Organizations を介して IAM ユーザー

が一元管理されるようにします。
• 2.1.4 — Amazon S3 のすべてのデータが必要に応じて検出、分類、保護されるようにする
• 5.4 - VPC ピアリングのルーティングテーブルが「アクセスが最も少ない」ことを確認する

サポートされていない自動チェック

Security Hub は、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 の自動チェックに依存する以下の要件をサポー
トしていません。

• 1.13 – 1 人の IAM ユーザーが使用できるアクティブなアクセスキーが 1 つしかないようにする
• 1.15 – IAM ユーザーがグループを通してしかアクセス権を受け取れないようにする
• 1.19 – IAM に保存されている期限切れの SSL/TLS 証明書はすべて削除されるようにする
• 1.20 – IAM Access Analyzer がすべてのリージョンで有効になっているようにする
• 2.1.3 – S3 バケットで MFA Delete が有効になっているようにする
• 3.10 – S3 バケットで書き込みイベントのオブジェクトレベルのログが有効になっているようにする
• 3.11 – S3 バケットで読み込みイベントのオブジェクトレベルのログが有効になっているようにする
• 4.1 - 不正な API コールに対するログメトリクスフィルターとアラームが存在するようにする
• 4.2 – MFA を使用しないマネジメントコンソールサインインに対してログメトリクスフィルターとア

ラームが存在するようにする
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• 4.3-「ルート」アカウントの使用に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在するようにする 
(これは Security Hub でサポートされている自動化された要件 1.7 - 管理および日常のタスクでのルート
ユーザーの使用を排除する (p. 595) に類似しています)

• 4.15 - AWS Organizations の変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在するようにする
• 5.2 – セキュリティグループが 0.0.0.0/0 からリモートサーバー管理ポートへの侵入を許可することがな

いようにする

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI 
DSS)
AWS Security Hub の Payment Card Industry Data Security (PCI DSS) 標準は、一連の AWS セキュリ
ティのベストプラクティスコントロールで構成されています。各コントロールは特定の AWS リソース
に適用され、1 つ以上の PCI DSS バージョン 3.2.1 要件に関連しています。1 つの PCI DSS 要件が、複
数のコントロールに関連している場合があります。各 PCI DSS コントロールの詳細ページには、そのコ
ントロールに関連する特定の PCI DSS 要件が一覧表示されます。「the section called “標準の詳細の表
示” (p. 350)」を参照してください。

Security Hub の PCI DSS コンプライアンス標準は、進行中の PCI DSS セキュリティアクティビティを支
援するように設計されています。コントロールは、お使いのシステムが PCI DSS 標準に準拠しているか
どうかを確認できません。また、社内の取り組みに取って代わることもできませんし、PCI DSS 評価に対
する合格を保証することもできません。Security Hub では、手動による証拠収集が必要な手続き型コント
ロールはチェックされません。

Security Hub は現在、アカウントレベルでコントロールをスコープします。カード所有者データを保存、
処理、送信するリソースを持つすべてのアカウントで、これらのコントロールを有効にすることをお勧め
します。

この標準は、AWS Security Assurance Services LLC (AWS SAS) によって検証されました。このチーム
は、PCI DSS Security Standards Council (PCI SSC) によって PCI DSS ガイダンスと評価の提供を認めら
れた、認定セキュリティ評価機関 (QSA) です。AWS自動チェックがお客様の PCI DSS 評価の準備に役立
つことは SAS によって確認されています。

目次
• PCI DSS コントロールに必要な AWS Config リソース (p. 653)
• PCI DSS コントロール (p. 654)
• 無効にする PCI DSS コントロール (p. 715)

PCI DSS コントロールに必要な AWS Config リソース
PCI DSS コントロールは、次のリソースに対してチェックを実行します。AWS Security Hub がすべての
コントロールの結果を正確にレポートするには、AWS Config で次のリソースの記録を有効にする必要が
あります。

• AWS アカウント
• AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
• AWS::CloudTrail::Trail
• AWS::CodeBuild::Project
• AWS::DMS::ReplicationInstance
• AWS::EC2::EIP
• AWS::EC2::Instance
• AWS::EC2::SecurityGroup
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• AWS::EC2::Volume

• AWS::EC2::VPC

• AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

• AWS::Elasticsearch::Domain

• AWS::IAM::Policy

• AWS::IAM::User

• AWS::KMS::Key

• AWS::Lambda::Function

• AWS::RDS::DBInstance

• AWS::RDS::DBSnapshot

• AWS::Redshift::Cluster

• AWS::S3::Bucket

• AWS::SageMaker::NotebookInstance

• AWS::SSM::AssociationCompliance

• AWS::SSM::PatchCompliance

PCI DSS コントロール
Security Hub の PCI DSS では、次のコントロールがサポートされています。各コントロールについて、重
要度、リソースタイプ、AWS Config ルール、修正ステップの情報が含まれます。

コントロールが [Retired] (廃止) として表示されている場合、Security Hub は過去 90 日以内にそのコント
ロールを削除しており、そのコントロールの検出結果を生成していません。古い廃止されたコントロール
はドキュメントに記載されません。

[PCI.AutoScaling.1] ロードバランサーに関連付けられた Auto Scaling グループは
ヘルスチェックを使用する必要がある

重要度: 低

リソースタイプ : AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup

AWS Config ルール : autoscaling-group-elb-healthcheck-required

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、ロードバランサーに関連付けられた Auto Scaling グループで、Elastic Load 
Balancing のヘルスチェックが使用されているかどうかをチェックします。

PCI DSS では、ロードバランシングや高可用性の設定は必要ではありません。ただし、このチェックは 
AWS のベストプラクティスと一致するものです。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。
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PCI DSS 2.2: すべてのシステムコンポーネントについて、設定基準を作成する。この基準は、すべての既
知のセキュリティ脆弱性に対処し、業界で受け入れられているシステム強化基準に準拠するものである必
要がある。

ロードバランシングを使用してシステムを複製すると、高可用性を実現でき、DDoS イベントの影響
を軽減できます。

これは、システム強化設定の実装に使用される方法の 1 つです。

修正

Elastic Load Balancing のヘルスチェックを有効にするには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの Auto Scaling で、[Auto Scaling Groups] (Auto Scaling グループ) を選択しま

す。
3. リストからグループを選択するには、右側のボックスを選択します。
4. [Actions] (アクション) で、[Edit] (編集) を選択します。
5. [Health Check Type] (ヘルスチェックタイプ) で、ELB を選択します。
6. [Health Check Grace Period] (ヘルスチェックの猶予期間) で、300 を入力します。
7. [Save] (保存) を選択します。

ロードバランサーを Auto Scaling グループで使用する場合の詳細については、「Amazon EC2 Auto 
Scaling ユーザーガイド」を参照してください。

[PCI.CloudTrail.1] CloudTrail ログは、保管中に AWS KMS keys を使用して暗号
化する必要がある
重要度: 中

リソースタイプ : AWS::CloudTrail::Trail

AWS Config ルール : cloud-trail-encryption-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS CloudTrail がサーバー側の暗号化 (SSE) の AWS KMS key 暗号化を使用する
よう設定されているかどうかを確認します。

デフォルトの暗号化オプションのみを使用している場合は、このチェックを無効にすることができます。

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 3.4: プライマリアカウント番号 (PAN) を、すべての保存場所で読み取り不能にする (ポータブル
デジタルメディア、バックアップメディア、およびログ内を含む)。

AWS サービスを使用して PAN の処理と保存を行っている場合、CloudTrail ログを保管中に暗号化す
る必要があります。ログを暗号化すると、ログが PAN をキャプチャした場合でも PAN が保護されま
す。

デフォルトでは、CloudTrail によって S3 バケットに配信されるログファイルは、Amazon S3 が
管理する暗号化キー (SSE-S3) による Amazon サーバー側の暗号化を使用して暗号化されます。
「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」を参照してください。
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カスタマーマネージドキーを活用して CloudTrail ログの保護をさらに強化するように CloudTrail ログ
を設定できます。

これらは、PAN を読み取り不能にするための方法です。

修正

この問題を修正するには、CloudTrail ログファイルの暗号化を有効にします。

AWS KMS マネージドキー (SSE-KMS) で CloudTrail ログファイルを暗号化する方法の詳細については、
「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「AWS KMS マネージドキー (SSE-KMS) による CloudTrail ログ
ファイルの暗号化」を参照してください。

[PCI.CloudTrail.2] CloudTrail を有効にする必要がある

重要度: 高

リソースタイプ : AWS アカウント

AWS Config ルール : cloudtrail-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ : なし

このコントロールは、お使いの AWS アカウント アカウントで CloudTrail が有効になっているかどうかを
確認します。

ただし、一部の AWS サービスでは、すべての API およびイベントのログ記録を有効にすることができま
せん。CloudTrail 以外の監査追跡を追加で実装し、「CloudTrail のサポートされているサービスと統合」
内の各サービスのドキュメントを確認してください。

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 10.1: システムコンポーネントへのすべてのアクセスを個々のユーザーにリンクする監査追跡を
実装する。

CloudTrail を有効にすると、イベント履歴によって、個々のユーザーによるシステムコンポーネント
へのアクセスに対する 90 日間のイベントおよび監査追跡を容易に入手できるようになります。

ユーザーのアイデンティティは、CloudTrail ログの eventSource セクションで確認できます。
PCI DSS 10.2.1: すべてのシステムコンポーネントの自動監査追跡を実装して、次のイベントを再現する: 
個々のすべてのユーザーによるカード所有者データへのアクセス

カード所有者データが保存されている場所に応じて、個々のユーザーによるカード所有者デー
タへのアクセスは、CloudTrail ログの userIdentity、eventSource、eventName、または
responseElements セクションに記載されています。

PCI DSS 10.2.2: すべてのシステムコンポーネントの自動監査追跡を実装して、次のイベントを再現する: 
ルート権限または管理者権限を持つすべての個人が実行したすべてのアクション

ルートユーザーの ID は、ログの userIdentity セクションを参照してください。
PCI DSS 10.2.3: すべてのシステムコンポーネントの自動監査追跡を実装して、次のイベントを再現する: 
すべての監査追跡へのアクセス

監査追跡へのアクセスは、ログの eventSource、eventName、または responseElements セク
ションを参照してください。
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PCI DSS 10.2.4: すべてのシステムコンポーネントの自動監査追跡を実装して、次のイベントを再現する: 
無効な論理アクセスの試行

無効な論理アクセスの試行は CloudTrail ログを参照してください。例: responseElements : 
"ConsoleLogin" および responseElements : "Failure"。

PCI DSS 10.2.5: すべてのシステムコンポーネントの自動監査追跡を実装して、次のイベントを再現する: 
識別と認証メカニズムの使用および変更 (新規アカウントの作成や特権の昇格を含む、ただしこれに限定
されない)、およびルート権限または管理者権限を持つアカウントの変更、追加、削除のすべて

識別と認証メカニズムの使用および変更については、ログの userAgent、eventName、または
responseElements セクションを参照してください。

PCI DSS 10.2.6: すべてのシステムコンポーネントの自動監査追跡を実装して、次のイベントを再現する: 
監査ログの初期化、停止、または一時停止

ログの開始と停止が CloudTrail ログにキャプチャされます。

監査ログの起動と停止の例は、CloudTrail ログ内で次のように表示されます: eventName : 
"StopLogging" および eventName : "StartLogging"。

PCI DSS 10.2.7: すべてのシステムコンポーネントの自動監査追跡を実装して、次のイベントを再現する: 
システムレベルオブジェクトの作成と削除

システムレベルオブジェクトの作成と削除は、CloudTrail ログにキャプチャされます。システムレベ
ルオブジェクトの例は AWS Lambda 関数です。

「AWS Lambda 開発者ガイド」に説明されているとおり、CloudTrail は createFunction および
deleteFunction API コールをキャプチャします。

PCI DSS 10.3.1: イベントごとに、すべてのシステムコンポーネントについて少なくとも以下の監査追跡エ
ントリを記録する: ユーザー ID

ユーザー ID は、CloudTrail ログの userIdentity セクションで確認できます。
PCI DSS 10.3.2: イベントごとに、すべてのシステムコンポーネントについて少なくとも以下の監査追跡エ
ントリを記録する: イベントのタイプ

イベントのタイプは、CloudTrail ログの eventName セクションで確認できます。
PCI DSS 10.3.3: イベントごとに、すべてのシステムコンポーネントについて少なくとも以下の監査追跡エ
ントリを記録する: 日付と時刻

イベントの日時は、CloudTrail ログの eventTime セクションで確認できます。
PCI DSS 10.3.4: イベントごとに、すべてのシステムコンポーネントについて少なくとも以下の監査追跡エ
ントリを記録する: 成功または失敗を示す情報

成功または失敗を示す情報は、CloudTrail ログの responseElements セクションで確認できます。
PCI DSS 10.3.5: イベントごとに、すべてのシステムコンポーネントについて少なくとも以下の監査追跡エ
ントリを記録する: イベントの発生元

イベントの発生元は、CloudTrail ログの userAgent または sourceIPAddress セクションで確認で
きます。

PCI DSS 10.3.6: イベントごとに、すべてのシステムコンポーネントについて少なくとも以下の監査追跡エ
ントリを記録する: 影響を受けるデータ、システムコンポーネント、またはリソースの ID または名前。

リソースのアイデンティティは、CloudTrail ログの eventSource セクションで確認できます。

修正

CloudTrail に新しい追跡を作成するには

1. CloudTrail 管理用に設定した 認証情報を使用して AWS Management Console にサインインします。
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2. CloudTrail コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/) を開きます。
3. [Region] (リージョン) セレクタで、追跡を作成する AWS リージョンを選択します。これは、追跡の

ホームリージョンです。

追跡がすべての AWS リージョンのイベントを記録している場合でも、ホームリージョンは追跡の作
成後に追跡を表示および更新できる唯一の AWS リージョンです。

4. ナビゲーションペインで、[Trails] (追跡) を選択します。
5. [Trails] (追跡) ページで、[Get Started Now] (今すぐ開始) を選択します。このオプションが表示されな

い場合は、[Create Trail] (追跡の作成) を選択します。
6. [Trail name] (追跡名) で、追跡に名前を付けます (My-Management-Events-Trail など)。

追跡の目的をすぐに識別できる名前を使用するのがベストプラクティスです。この例では、管理イベ
ントをログに記録する追跡を作成しています。

7. [Management Events] (管理イベント) で、[Read/Write events] (読み取り/書き込みイベント) が [All]
(すべて) に設定されていることを確認します。

8. [Data Events] (データイベント) では、何も変更しないでください。この追跡はデータイベントを記録
しません。

9. ログ用の新しい S3 バケットを作成します。

a. [Storage Location] (保存場所) の [Create a new S3 bucket] (新しい S3 バケットを作成する) 
で、[Yes] (はい) を選択します。

b. [S3 bucket] (S3 バケット) で、バケットに名前を付けます (my-bucket-for-storing-
cloudtrail-logs など)。

S3 バケットの名前はグローバルで一意である必要があります。S3 バケットの命名要件の詳細に
ついては、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」を参照してください。

c. [Advanced] (詳細) で、[Encrypt log files with SSE-KMS] (SSE-KMS でログファイルを暗号化する) 
および [Enable log file validation] (ログファイルの検証の有効化) の両方で [Yes] (はい) を選択しま
す。

10. [Create] (作成) を選択します。

詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」のチュートリアルを参照してください。

[PCI.CloudTrail.3] CloudTrail ログファイルの検証を有効にする必要がある

重要度: 低

リソースタイプ : AWS::CloudTrail::Trail

AWS Config ルール : cloud-trail-log-file-validation-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、CloudTrail ログファイルの検証が有効になっているかどうかをチェックします。

設定が変更されたときはチェックしません。

ログファイルの変更をモニタリングして警告するには、Amazon EventBridge または CloudWatch メトリ
クスフィルターを使用します。

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。
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PCI DSS 10.5.2: 監査追跡ファイルを不正な変更から保護する。

CloudTrail ログファイルの検証により、CloudTrail が Amazon S3 に書き込むそれぞれのログのハッ
シュを含むデジタル署名されたダイジェストファイルが作成されます。

これらのダイジェストファイルを使用して、CloudTrail がログを配信した後でログファイルが変更、
削除、または変更されなかったかどうかを判断できます。

これは、不正な変更から監査追跡ファイルを保護するのに役立つ方法です。
PCI DSS 10.5.5: ログに対してファイル整合性モニタリングソフトウェアまたは変更検出ソフトウェアを使
用して、警告を生成せずに既存のログデータを変更できないようにする。

CloudTrail ログファイルの検証により、CloudTrail が Amazon S3 に書き込むそれぞれのログのハッ
シュを含むデジタル署名されたダイジェストファイルが作成されます。

これらのダイジェストファイルを使用して、CloudTrail がログを配信した後でログファイルが変更、
削除、または変更されなかったかどうかを判断できます。

これは、ログに対してファイル整合性モニタリングソフトウェアまたは変更検出ソフトウェアが使用
されることを確認するための方法です。

修正

CloudTrail のログファイル検証を有効にするには

1. CloudTrail コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/) を開きます。
2. [Trails] (追跡) を選択します。
3. [Name] (名前) 列で、編集する追跡の名前を選択します。
4. [General details] (一般的な詳細) で、[Edit] (編集) を選択します。
5. [Additional settings] (追加設定) の [Log file validation] (ログファイルの検証) で、[Enabled] (有効) を選

択します。
6. [Save] (保存) を選択します。

[PCI.CloudTrail.4] CloudTrail 追跡は CloudWatch Logs と統合する必要がある

重要度: 低

リソースタイプ : AWS::CloudTrail::Trail

AWS Config ルール : cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、CloudWatch Logs にログを送信するように CloudTrail 追跡が設定されているかどう
かをチェックします。

ログやロググループを変更するためのユーザー許可はチェックされません。CloudTrail ログが変更された
ときに警告する、特定の CloudWatch ルールを作成する必要があります。

このコントロールは、CloudTrail 以外の追加の監査ログソースが CloudWatch Logs グループに送信されて
いるかどうかもチェックしません。

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。
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PCI DSS 10.5.3: 監査追跡ファイルは、変更が難しい一元管理されたログサーバーまたはメディアに直ちに
バックアップする。

CloudTrail はログファイルの保存と配信に Amazon S3 を使用するため、ログファイルは永続的に保存
されます。

CloudWatch Logs ログは、監査追跡ファイルを迅速にバックアップするためのネイティブな方法で
す。

修正

CloudTrail 追跡が CloudWatch Logs に統合されていることを確認するには

1. CloudTrail コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/) を開きます。
2. [Trails] (追跡) を選択します。
3. [CloudWatch Logs Log group] (CloudWatch Logs ロググループ) 列に値のない追跡を選択します。
4. CloudWatch Logs セクションまで下にスクロールし、[Edit] (編集) を選択します。
5. [Log group] (ロググループ) フィールドで、次のいずれかの操作を行います。

• デフォルトのロググループを使用するには、名前を変更しないでください。
• 既存のロググループを使用するには、[Existing] (既存) を選択し、使用するロググループの名前を入

力します。
• 新しいロググループを作成するには、[New] (新規) を選択し、作成するロググループの名前を入力

します。
6. [Continue] (続行) を選択します。
7. [IAM role] (IAM ロール) で、次のいずれかを実行します。

• 既存のロールを使用する場合は、[Existing] (既存) を選択し、次にドロップダウンリストからロール
を選択します。

• 新しいロールを作成する場合は、[New] (新規) を選択し、作成するロールの名前を入力します。

新しいロールには、必要な許可を付与するポリシーが割り当てられます。

ロールに付与された許可を表示するには、[Policy document] (ポリシードキュメント) を展開します。
8. [Save changes] (変更の保存) を選択します。

コンソールを使用した CloudWatch Logs モニタリングの設定に関する詳細については、「AWS CloudTrail 
ユーザーガイド」を参照してください。

[PCI.CodeBuild.1] CodeBuild GitHub または Bitbucket のソースリポジトリの URL 
は、OAuth を使用する必要がある

重要度: 非常事態

リソースタイプ : AWS::CodeBuild::Project

AWS Config ルール : codebuild-project-source-repo-url-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

GitHub または Bitbucket のソースリポジトリの URL に、個人用のアクセストークンまたはサインイン用の
認証情報が含まれているかどうかを確認します。
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Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (大阪)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 8.2.1: 強力な暗号化を使用して、すべてのシステムコンポーネントで、転送および保存中にすべ
ての認証情報 (パスワード/フレーズなど) を読み取り不能にする。

PCI DSS 環境で CodeBuild を使用して、ソースコードをコンパイルしたり、ユニットテストを実行し
たり、すぐにデプロイ可能なアーティファクトを生成したりできます。実行する場合、認証情報をク
リアテキストで保存または送信したり、リポジトリ URL に表示してはなりません。

GitHub または Bitbucket リポジトリへのアクセス認可を付与するには、個人のアクセストークンまた
はサインイン認証情報ではなく、OAuth を使用します。これは、強力な暗号化を使用して、認証情報
を読み取り不能にする方法です。

修正

基本認証/(GitHub) 個人用のアクセストークンを CodeBuild プロジェクトソースから削除するには

1. CodeBuild コンソール (https://console.aws.amazon.com/codebuild/) を開きます。
2. 個人用のアクセストークンまたはサインイン用の認証情報を含むビルドプロジェクトを選択します。
3. [Edit] (編集) から、[Source] (ソース) を選択します。
4. [Disconnect from GitHub / Bitbucket] (GitHub/Bitbucket から切断) を選択します。
5. [Connect using OAuth] (OAuth を使用して接続) を選択し、[Connect to GitHub / Bitbucket] (GitHub/

Bitbucket に接続) を選択します。
6. ソースプロバイダーによって表示されるメッセージに応じて、適切に認証します。
7. 必要に応じて、[Repository URL] (リポジトリ URL) と [additional configuration] (追加の設定) を再設定

します。
8. [Update source] (ソースの更新) を選択します。

CodeBuild ユースケースベースのサンプルについては、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」を参照してく
ださい。

[PCI.CodeBuild.2] CodeBuild プロジェクト環境変数にクリアテキストの認証情報
を含めるべきではない

重要度: 非常事態

リソースタイプ : AWS::CodeBuild::Project

AWS Config ルール : codebuild-project-envvar-awscred-check
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スケジュール: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、プロジェクトに環境変数 AWS_ACCESS_KEY_ID と AWS_SECRET_ACCESS_KEY が
含まれているかどうかをチェックします。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (大阪)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 8.2.1: 強力な暗号化を使用して、すべてのシステムコンポーネントで、転送および保存中にすべ
ての認証情報 (パスワード/フレーズなど) を読み取り不能にする。

PCI DSS 環境で CodeBuild を使用して、ソースコードをコンパイルしたり、ユニットテストを実行
したり、すぐにデプロイ可能なアーティファクトを生成したりできます。実行する場合、認証情報
AWS_ACCESS_KEY_ID および AWS_SECRET_ACCESS_KEY をクリアテキストで保存してはなりませ
ん。

環境変数を使用して CodeBuild プロジェクトに認証情報を保存すると、強力な暗号化を使用して認証
情報を読み取り不能にするという要件に違反する可能性があります。

修正

環境変数を使用して CodeBuild の実行時に機密データを参照するには、次の手順を使用します。

環境変数を削除するには

1. CodeBuild コンソール (https://console.aws.amazon.com/codebuild/) を開きます。
2. [Build] (ビルド) を展開し、[Build project] (ビルドプロジェクト) を選択して、プレーンテキストの認証

情報を含むビルドプロジェクトを選択します。
3. [Edit] (編集) から [Environment] (環境) を選択します。
4. [Additional configuration] (追加の設定) を展開し、[Environment variables] (環境変数) までスクロール

します。
5. 環境変数の横にある [Remove] (削除) を選択します。
6. [Update environment] (環境の更新) を選択します。

機密値を Amazon EC2 Systems Manager のパラメータストアに保存し、ビルド仕様から取得する
には

1. CodeBuild コンソール (https://console.aws.amazon.com/codebuild/) を開きます。
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2. [Build] (ビルド) を展開し、[Build project] (ビルドプロジェクト) を選択して、プレーンテキストの認証
情報を含むビルドプロジェクトを選択します。

3. [Edit] (編集) から [Environment] (環境) を選択します。
4. [Additional configuration] (追加の設定) を展開し、[Environment variables] (環境変数) までスクロール

します。
5. AWS Systems Manager で、機密データを含む Systems Manager パラメータを作成します。これを行

う方法については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」のチュートリアルを参照してくださ
い。

6. パラメータを作成したら、パラメータ名をコピーします。
7. CodeBuild コンソールに戻り、[Create environmental variable] (環境変数の作成) を選択します。
8. [name] (名前) には、ビルド仕様に表示される変数の名前を入力します。
9. [value] (値) には、パラメータの名前を貼り付けます。
10. [type] (タイプ) で、[Parameter] (パラメータ) を選択します。
11. プレーンテキストの認証情報を含む非準拠の環境変数の横にある [Remove] (削除) を選択します。
12. [Update environment] (環境の更新) を選択します。

「AWS CodeBuild ユーザーガイド」のビルド環境の環境変数に関する情報を参照してください。

[PCI.Config.1] AWS Config を有効にする必要がある

重要度: 中

リソースタイプ : AWS アカウント

AWS Config ルール: なし。このチェックを実行するために、Security Hub は「アマゾン ウェブ サービス
のセキュリティ保護」に規定された監査ステップを実行します。AWS 環境では、このチェック用の AWS 
Config マネージドルールは作成されません。

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、ローカルリージョンのアカウントで AWS Config が有効になっているかどうか、お
よびすべてのリソースを記録しているかどうかをチェックします。

AWS Config はリソースタイプのサブセットのみをサポートするため、すべての重要なシステムファイル
とコンテンツファイルの変更検出がチェックされるわけではありません。

AWS Config サービスは、アカウント内のサポートされている AWS リソースの設定管理を実行し、ログ
ファイルを配信します。記録される情報には、設定項目 (AWS リソース)、設定項目間の関係、およびリ
ソース間の設定変更が含まれます。

Security Hub では、すべてのリージョンで AWS Config を有効にすることを推奨しています。AWS Config 
がキャプチャする AWS 設定項目の履歴により、セキュリティ分析、リソース変更の追跡、およびコンプ
ライアンスの監査を行うことができます。

Note

Security Hub はリージョナルサービスであるため、このコントロールに対して実行されるチェッ
クでは、アカウントの現在のリージョンのみがチェックされます。すべてのリージョンが確認さ
れるわけではありません。
また、グローバルリソースに対するセキュリティチェックを各リージョンで許可するには、グ
ローバルリソースも記録する必要があります。グローバルリソースを 1 つのリージョンにのみ記
録する場合は、グローバルリソースを記録するリージョン以外のすべてのリージョンでこのコン
トロールを無効にすることができます。
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詳細については、「AWS Config 開発者ガイド」を参照してください。

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 10.5.2: 監査追跡ファイルを不正な変更から保護する。

AWS Config は、AWS リソース設定における必要な設定について継続的にモニタリング、追跡、評価
し、6 時間ごとに設定変更履歴ファイルを生成します。

不正な変更から監査追跡ファイルを保護するために、AWS Config を有効にする必要があります。
PCI DSS 11.5: 変更検出メカニズムをデプロイすることにより、重要なシステムファイル、設定ファイ
ル、またはコンテンツファイルの不正な変更を担当者に警告し、重要なファイルの比較を少なくとも週に 
1 回実行するようにソフトウェアを設定する。

AWS Config は、AWS リソース設定における必要な設定について継続的にモニタリング、追跡、評価
し、6 時間ごとに設定変更履歴ファイルを生成します。

AWS Config を有効にして、変更検出メカニズムがデプロイされ、重要なファイルの比較を少なくと
も週に 1 回実行するように設定する必要があります。

修正

AWS Config 設定を構成するには

1. AWS Config コンソール (https://console.aws.amazon.com/config/) を開きます。
2. AWS Config を設定するリージョンを選択します。
3. AWS Config をこれまでに使用したことがない場合は、「AWS Config デベロッパーガイド」の「使用

の開始」を参照してください。
4. メニューから [Settings] (設定) ページに進み、次を実行します。

• Edit (編集) を選択します。
• [Resource types to record] (記録するリソースタイプ) で、[Record all resources supported in this 

region] (このリージョンでサポートされているすべてのリソースを記録します) および [Include 
global resources (e.g., AWS IAM resources)] (グローバルリソースを含める(例: IAM リソース)) を選
択します。

• [Data retention period] (データ保持期間) で、AWS Config データのデフォルトの保持期間を選択す
るか、個別に保持期間を指定します。

• [AWS Config role] (ロール) で、[Create AWS Config service-linked role] (サービスにリンクされた
ロールの作成) を選択するか、[Choose a role from your account] (アカウントからロールを選択) を
選択し、使用するロールを選択します。

• [Amazon S3 bucket] (Amazon S3 バケット) で、バケットを使用するか、バケットを作成し、必要に
応じてプレフィックスを含めます。

• [Amazon SNS topic] (Amazon SNS トピック) で、アカウントから Amazon SNS トピックを選択
するか、トピックを作成します。Amazon SNS の詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service の使用開始ガイド」を参照してください。

5. [Save (保存)] を選択します。

AWS CLI から AWS Config を使用する方法の詳細については、「AWS Config 開発者ガイド」を参照して
ください。

AWS CloudFormation テンプレートを使用してこのプロセスを自動化することもできます。詳細について
は、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」を参照してください。

664

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html
https://console.aws.amazon.com/config/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/sns-getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/sns-getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/gs-cli-subscribe.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/stacksets-sampletemplates.html


AWS Security Hub ユーザーガイド
PCI DSS

[PCI.CW.1]「ルート」ユーザーの使用に対するログメトリクスフィルターとア
ラームが存在する必要があります。

重要度: 非常事態

リソースタイプ : AWS アカウント

AWS Config ルール: なし。Security Hub は、AWS アカウント アカウントにこのチェック用の AWS 
Config マネージドルールを作成せずに、監査ステップを実行します。

スケジュールタイプ : 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、次のパターンを使用して CloudWatch メトリクスフィルターをチェックします。

{ $.userIdentity.type = "Root" && $.userIdentity.invokedBy NOT EXISTS && $.eventType != 
 "AwsServiceEvent" }

次の項目がチェックされます。

• ロググループ名は、アクティブなマルチリージョン CloudTrail で使用するように設定されている。
• IncludeManagementEvents が true に設定され、ReadWriteType が All に設定されている追跡に

は、少なくとも 1 つのイベントセレクタがある。
• アラームに関連付けられた Amazon SNS トピックに対するアクティブな受信者が少なくとも 1 つ存在

する。

Note

Security Hub がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する 
CloudTrail 追跡が検索されます。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可
能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もありま
す。
チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

• 追跡が設定されていません。
• 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール

要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

• マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub は、追跡が基づい
ているリージョンでのみ結果を生成できます。

• マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub は、追跡を所有する
アカウントの結果のみを生成できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有している
か、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる
必要があります。それ以外の場合は、Security Hub はコントロールに対して結果 WARNING を生
成します。

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。
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PCI DSS 7.2.1: システムコンポーネントのアクセス制御システムを確立することにより、ユーザーの必要
性に基づいてアクセスを制限し、明示的に許可していない限り「すべて拒否」に設定する。このアクセス
制御システムは、すべてのシステムコンポーネントを対象に含んでいる必要がある。

ルートユーザーは AWS アカウント で最も権限のあるユーザーで、AWS アカウント のすべてのリ
ソースに対して無制限にアクセスできます。

AWS アカウントのルートユーザー 認証情報の使用に対して、ログメトリクスフィルターとアラーム
を設定する必要があります。

また、ルート権限または管理者権限を持つ個人が実行したアクションの監査追跡を保持する
ために、CloudTrail が有効化されていることを確認する必要もあります (「the section called 
“[PCI.CloudTrail.2] CloudTrail を有効にする必要がある” (p. 656)」を参照)。ルートユーザーの ID 
は、CloudTrail ログの userIdentity セクションに記載されています。

修正

この問題を修正するためのステップには、Amazon SNS トピック、メトリクスフィルター、およびメトリ
クスフィルターのアラームの設定が含まれます。

これらは、the section called “3.3 – 「ルート」アカウントの使用に対するログメトリクスフィルターとア
ラームが存在することを確認する” (p. 562) の結果を修正するためのステップと同じです。

Amazon SNS トピックを作成するには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
2. すべての CIS アラームを受信する Amazon SNS トピックを作成します。

トピックに少なくとも 1 人の受信者を作成します。

Amazon SNS トピックの作成の詳細については、「Amazon Simple Notification Service 開発者ガイ
ド」を参照してください。

3. すべてのリージョンに適用されるアクティブな CloudTrail 追跡を設定します。

これを行うには、the section called “2.1 - CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認す
る” (p. 549) の修正ステップに従います。

関連するロググループ名を書きとめておきます。

メトリクスフィルターとアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. [Logs] (ログ) を選択し、[Log groups] (ロググループ) を選択します。
3. CloudTrail がログ記録されているロググループを選択します。
4. ロググループの詳細ページで、[Metric filters] (メトリクスフィルター) を選択します。
5. [Create metric filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。
6. 次のパターンをコピーして、[Filter Pattern] (フィルターパターン) に貼り付けます。

{$.userIdentity.type="Root" && $.userIdentity.invokedBy NOT EXISTS && $.eventType !
="AwsServiceEvent"}

7. [Next] (次へ) を選択します。
8. 新しいフィルターの名前を入力します。例えば、RootAccountUsage です。
9. [Metric Namespace] (メトリクスの名前空間) の値が LogMetrics であることを確認します。
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これにより、すべての CIS Benchmark メトリクスがグループ化されます。
10. [Metric name] (メトリクス名) に、メトリクスの名前を入力します。
11. [Metric value] (メトリクス値) に 1 と入力し、[Next] (次へ) を選択します。
12. [Create metric filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。
13. 次に、通知を設定します。作成したメトリクスフィルターを選択し、[Create alarm] (アラームの作成) 

を選択します。
14. アラームのしきい値を入力し (例えば 1)、[Next] (次へ) を選択します。
15. [Select an SNS topic] (SNS トピックの選択) の [Send notification to] (通知の送信先) で、E メールリス

トを選択し、[Next] (次へ) を選択します。
16. アラームの [Name] (名前) と [Description] (説明) (RootAccountUsageAlarm など) を入力し、[Next]

(次へ) を選択します。
17. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。

[PCI.DMS.1] AWS Database Migration Service レプリケーションインスタンスは
パブリックではない必要がある

重要度: 非常事態

リソースタイプ : AWS::DMS::ReplicationInstance

AWS Config ルール : dms-replication-not-public

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS DMS レプリケーションインスタンスがパブリックかどうかをチェックしま
す。これを行うために、PubliclyAccessible フィールドの値を調査します。

プライベートレプリケーションインスタンスには、レプリケーションネットワーク外からアクセスできな
いプライベート IP アドレスがあります。ソースとターゲットのデータベースの両方が同じネットワーク
内にあり、ネットワークが VPN、AWS Direct Connect、VPC ピアリングを使用してレプリケーションイ
ンスタンスの VPC に接続されている場合、レプリケーションインスタンスにはプライベート IP アドレス
が必要です。パブリックおよびプライベートレプリケーションインスタンスの詳細については、「AWS 
Database Migration Service ユーザーガイド」の「パブリックおよびプライベートレプリケーションインス
タンス」を参照してください。

また、AWS DMS インスタンス設定へのアクセスが認可されたユーザーのみに制限されていることも確認
する必要があります。これを行うには、ユーザーの IAM 許可を AWS DMS 設定とリソースの変更に制限
します。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (大阪)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。
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PCI DSS 1.2.1 - インバウンドおよびアウトバウンドトラフィックを、カード所有者データ環境 (CDE) に
必要なトラフィックに制限し、それ以外のトラフィックを明確に拒否する。

お客様の定義済み CDE で AWS DMS を使用する場合、レプリケーションインスタンスの
PubliclyAccessible フィールドを 'false' に設定します。レプリケーションインスタンスにパ
ブリックアクセスを許可すると、CDE との間で必要なトラフィックのみを許可するという要件に違反
する場合があります。

PCI DSS 1.3.1 - DMZ を実装して、パブリックにアクセスできる認可済みのサービス、プロトコル、およ
びポートを提供するシステムコンポーネントのみへのインバウンドトラフィックに制限する。

お客様の定義済み CDE で AWS DMS を使用する場合、レプリケーションインスタンスの
PubliclyAccessible フィールドを 'false' に設定します。レプリケーションインスタンスにパ
ブリックアクセスを許可すると、パブリックにアクセスできる認可済みのサービス、プロトコル、お
よびポートを提供するシステムコンポーネントのみへのインバウンドトラフィックに制限するという
要件に違反する可能性があります。

PCI DSS 1.3.2 - インバウンドインターネットトラフィックを DMZ 内の IP アドレスに制限する。

お客様の定義済み CDE で AWS DMS を使用する場合、レプリケーションインスタンスの
PubliclyAccessible フィールドを 'false' に設定します。レプリケーションインスタンスにパ
ブリックアクセスを許可すると、インバウンドトラフィックを DMZ 内の IP アドレスに制限するとい
う要件に違反する可能性があります。

PCI DSS 1.3.4 - カード所有者データ環境からインターネットへの認可されていないアウトバウンドトラ
フィックを許可しない。

お客様の定義済み CDE で AWS DMS を使用する場合、レプリケーションインスタンスの
PubliclyAccessible フィールドを 'false' に設定します。レプリケーションインスタンスにパ
ブリックアクセスを許可すると、カード所有者データ環境からインターネットへの認可されていない
アウトバウンドトラフィックをブロックするという要件に違反する可能性があります。

PCI DSS 1.3.6: カード所有者データを保存するシステムコンポーネント (データベースなど) は、DMZ や
その他の信頼できないネットワークから分離された内部ネットワークゾーンに配置する。

お客様の定義済み CDE で AWS DMS を使用する場合、カード所有者データを保存するデータベース
を移行するには、レプリケーションインスタンスの PubliclyAccessible フィールドを 'false'
に設定します。レプリケーションインスタンスにパブリックアクセスを許可すると、カード所有者
データを保存するシステムコンポーネントを、DMZ やその他の信頼できないネットワークから分離さ
れた内部ネットワークゾーンに配置するという要件に違反する可能性があります。

修正

レプリケーションインスタンスの作成後は、パブリックアクセス設定を変更できないことに注意してくだ
さい。削除して再作成する必要があります。

AWS DMS レプリケーションインスタンスをパブリックにアクセスできないように設定するには

1. AWS Database Migration Service コンソール (https://console.aws.amazon.com/dms/) を開きます。
2. 左のナビゲーションペインの [Resource management] (リソース管理) で、[Replication instances] (レ

プリケーションインスタンス) へ移動します。
3. パブリックインスタンスを削除するには、インスタンスのチェックボックスを選択し、[Actions] (アク

ション)、[delete] (削除) の順に選択します。
4. [Create replication instance] (レプリケーションインスタンスの作成) を選択します。設定の詳細を入力

します。
5. パブリックアクセスを無効にするには、[Publicly accessible] (パブリックアクセス可能) が選択されて

いないことを確認します。
6. [Create] (作成) を選択します。
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詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「レプリケーションインスタン
スの作成」のセクションを参照してください。

[PCI.EC2.1] Amazon EBS スナップショットをパブリックに復元できない

重要度: 非常事態

リソースタイプ : AWS::EC2::Volume

AWS Config ルール : ebs-snapshot-public-restorable-check

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon Elastic Block Store スナップショットが誰でもパブリックに復元可能でな
いかどうかをチェックします。会社の機密データが誤って漏洩することを避けるために、Amazon EBS ス
ナップショットは明示的な許可がない限り、誰であってもパブリックに復元できるべきではありません。

また、Amazon EBS 設定を変更する許可が、承認された AWS アカウント のみに制限されていることを確
認する必要もあります。Amazon EBS スナップショットの許可の管理の詳細については、「Linux インス
タンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」を参照してください。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (大阪)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 1.2.1: インバウンドおよびアウトバウンドトラフィックを、カード所有者データ環境 (CDE) に必
要なトラフィックに制限し、それ以外のトラフィックを明確に拒否する。

Amazon EBS スナップショットは、特定の時点の Amazon EBS ボリュームのデータを Amazon S3 に
バックアップするために使用されます。EBS ボリュームの以前の状態を復元するために使用できま
す。

Amazon EBS スナップショットにカード所有者データが保存されている場合、いかなるユーザーもそ
れをパブリックに復元できるべきではありません。許可すると、CDE との間で必要なトラフィックの
みを許可するという要件に違反する場合があります。

PCI DSS 1.3.1: DMZ を実装して、パブリックにアクセスできる認可済みのサービス、プロトコル、および
ポートを提供するシステムコンポーネントのみへのインバウンドトラフィックに制限する。

Amazon EBS スナップショットは、特定の時点の Amazon EBS ボリュームのデータを Amazon S3 に
バックアップするために使用されます。Amazon EBS ボリュームの以前の状態を復元するために使用
できます。

Amazon EBS スナップショットにカード所有者データが保存されている場合、いかなるユーザーもそ
れをパブリックに復元できるべきではありません。許可すると、パブリックにアクセスできる認可済
みのサービス、プロトコル、およびポートを提供するシステムコンポーネントのみへのインバウンド
トラフィックに制限するという要件に違反する可能性があります。
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PCI DSS 1.3.4: カード所有者データ環境からインターネットへの認可されていないアウトバウンドトラ
フィックを許可しない。

Amazon EBS スナップショットは、特定の時点の Amazon EBS ボリュームのデータを Amazon S3 に
バックアップするために使用され、EBS ボリュームの以前の状態を復元するために使用できます。

Amazon EBS スナップショットにカード所有者データが保存されている場合、いかなるユーザーも
それをパブリックに復元できるべきではありません。許可すると、カード所有者データ環境からイン
ターネットへの認可されていないアウトバウンドトラフィックをブロックするという要件に違反する
可能性があります。

PCI DSS 7.2.1: システムコンポーネントのアクセス制御システムを確立することにより、ユーザーの必要
性に基づいてアクセスを制限し、明示的に許可していない限り「すべて拒否」に設定する。このアクセス
制御システムは、すべてのシステムコンポーネントを対象に含んでいる必要がある。

Amazon EBS スナップショットは、特定の時点の Amazon EBS ボリュームのデータを Amazon S3 に
バックアップするために使用されます。Amazon EBS ボリュームの以前の状態を復元するために使用
できます。

Amazon EBS スナップショットにカード所有者データが保存されている場合、いかなるユーザーもそ
れをパブリックに復元できるべきではありません。許可すると、システムコンポーネントへのアクセ
スを必要な最小特権に、またはユーザーの必要性に基づいて制限するという要件に違反する可能性が
あります。

修正

パブリックな Amazon EBS スナップショットをプライベートにするには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで Elastic Block Store の [Snapshots] (スナップショット) を選択し、パブリッ

クスナップショットを選択します。
3. [Actions] (アクション) を選択し、[Modify permissions] (許可の変更) を選択します。
4. [Private] (プライベート) を選択します。
5. (オプション) スナップショットを共有するために、認可されたアカウントの AWS アカウント 番号を

追加します。
6. [Save] (保存) を選択します。

Amazon EBS スナップショットの共有に関する詳細については、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 
ユーザーガイド」を参照してください。

[PCI.EC2.2] VPC のデフォルトのセキュリティグループで、インバウンドトラ
フィックとアウトバウンドトラフィックを禁止する必要がある
重要度: 中

リソースタイプ : AWS::EC2::SecurityGroup

AWS Config ルール : vpc-default-security-group-closed

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、VPC のデフォルトのセキュリティグループがインバウンドとアウトバウンドのいず
れのトラフィックも許可していないことをチェックします。

デフォルトではない他のセキュリティグループに対するアクセス制限や、他の VPC 設定はチェックされま
せん。
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関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 1.2.1: インバウンドおよびアウトバウンドトラフィックを、カード所有者データ環境 (CDE) に必
要なトラフィックに制限し、それ以外のトラフィックを明確に拒否する。

PCI DSS の対象範囲内のサービスがデフォルトのセキュリティグループに関連付けられている場合、
セキュリティグループのデフォルトルールですべてのアウトバウンドトラフィックが許可されます。
このルールは、同じセキュリティグループに割り当てられているネットワークインターフェイス (およ
び関連付けられているインスタンス) からのすべてのインバウンドトラフィックも許可します。

デフォルトのセキュリティグループのルール設定を変更して、インバウンドトラフィックとアウトバ
ウンドトラフィックを制限する必要があります。デフォルトを使用すると、CDE との間で必要なトラ
フィックのみを許可するという要件に違反する可能性があります。

PCI DSS 1.3.4: カード所有者データ環境からインターネットへの認可されていないアウトバウンドトラ
フィックを許可しない。

PCI DSS の対象範囲内のサービスがデフォルトのセキュリティグループに関連付けられている場合、
セキュリティグループのデフォルトルールですべてのアウトバウンドトラフィックが許可されます。
このルールは、同じセキュリティグループに割り当てられているネットワークインターフェイス (およ
び関連付けられているインスタンス) からのすべてのインバウンドトラフィックも許可します。

デフォルトのセキュリティグループのルール設定を変更して、認可されていないインバウンドトラ
フィックとアウトバウンドトラフィックを制限する必要があります。デフォルトを使用すると、カー
ド所有者データ環境からインターネットへの認可されていないアウトバウンドトラフィックをブロッ
クするという要件に違反する可能性があります。

PCI DSS 2.1: ネットワークにシステムをインストールする前に、ベンダーが提供するデフォルト設定を常
に変更し、不要なデフォルトアカウントを削除または無効にする。

PCI DSS の対象範囲内のサービスがデフォルトのセキュリティグループに関連付けられている場合、
セキュリティグループのデフォルトルールですべてのアウトバウンドトラフィックが許可されます。
このルールは、同じセキュリティグループに割り当てられているネットワークインターフェイス (およ
び関連付けられているインスタンス) からのすべてのインバウンドトラフィックも許可します。

デフォルトのセキュリティグループのルール設定を変更して、インバウンドトラフィックとアウトバ
ウンドトラフィックを制限する必要があります。デフォルトを使用すると、不要なデフォルトアカウ
ントを削除または無効にするという要件に違反する可能性があります。

修正

この問題を修正するには、新しいセキュリティグループを作成し、それらのセキュリティグループをリ
ソースに割り当てます。デフォルトのセキュリティグループが使用されないようにするには、インバウン
ドルールとアウトバウンドルールを削除します。

新しいセキュリティグループを作成してリソースに割り当てるには

1. Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Security groups] (セキュリティグループ) を選択します。デフォルトのセ

キュリティグループの詳細を表示して、それらに割り当てられているリソースを確認します。
3. リソースに対して最小特権のセキュリティグループのセットを作成します。セキュリティグループの

作成方法の詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「セキュリティグループの作成」を
参照してください。

4. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
5. Amazon EC2 コンソールで、デフォルトのセキュリティグループを使用しているリソースのセキュ

リティグループを、作成した最小特権のセキュリティグループに変更します。詳細については、
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「Amazon VPC ユーザーガイド」の「インスタンスのセキュリティグループを変更する」を参照して
ください。

新しいセキュリティグループをリソースに割り当てた後、デフォルトのセキュリティグループからインバ
ウンドルールとアウトバウンドルールを削除します。これにより、デフォルトのセキュリティグループが
使用されなくなります。

デフォルトのセキュリティグループのルールを削除するには

1. Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Security groups] (セキュリティグループ) を選択します。
3. デフォルトのセキュリティグループを選択し、[Inbound rules] (インバウンドルール) タブを選択し

ます。[Edit inbound rules] (インバウンドルールの編集) を選択します。次に、すべてのインバウンド
ルールを削除します。[Save Rules] (ルールの保存) を選択します。

4. 各デフォルトセキュリティグループに対して、前のステップを繰り返します。
5. デフォルトのセキュリティグループを選択し、[Outbound rules] (アウトバウンドルール) タブを選択し

ます。[Edit outbound rules] (アウトバウンドルールの編集) を選択します。次に、すべてのアウトバウ
ンドルールを削除します。[Save Rules] (ルールの保存) を選択します。

6. 各デフォルトセキュリティグループに対して、前のステップを繰り返します。

Amazon VPC のセキュリティグループの操作に関する詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」
を参照してください。

[PCI.EC2.4] 未使用の EC2 EIP を削除する必要がある

重要度: 低

リソースタイプ : AWS::EC2::EIP

AWS Config ルール : eip-attached

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、VPC に割り当てられた Elastic IP (EIP) アドレスが、 EC2 インスタンスまたは使用
中の Elastic Network Interface (ENI) にアタッチされているかどうかを確認します。

検出に失敗した場合は、未使用の EC2 EIP がある可能性があります。

これにより、カード所有者データ環境 (CDE) 内の EIP のアセットインベントリを正確な状態に維持できま
す。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• 欧州 (ミラノ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。
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PCI DSS 2.4: PCI DSS の対象となるシステムコンポーネントのインベントリを維持する。

EIP が EC2 インスタンスにアタッチされていない場合は、EIP が使用されていないことを示していま
す。

これらのリソースを保持するビジネス上の必要性がない限り、システムコンポーネントのインベント
リを正確に保つために、未使用のリソースを削除する必要があります。

修正

Elastic IP アドレスが不要になった場合、Security Hub では解放することを推奨します (アドレスはインス
タンスに関連付けられていてはなりません)。

コンソールを使用して Elastic IP アドレスを解放するには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [Network & Security] (ネットワークとセキュリティ) で、[Elastic IPs] を選択

します。
3. Elastic IP アドレスを選択し、[Actions] (アクション)、[Release Elastic IP address] (Elastic IP アドレ

スの解放) の順に選択します。
4. プロンプトが表示されたら、[Release] (解放) を選択します。

詳細については、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の Elastic IP アドレスの解放に
関する情報を参照してください。

[PCI.EC2.5] どのセキュリティグループでも 0.0.0.0/0 からポート 22 への入力を
許可していない必要がある

重要度: 高

リソースタイプ : AWS::EC2::SecurityGroup

AWS Config ルール : restricted-ssh

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、使用中のセキュリティグループが、無制限の着信 SSH トラフィックを拒否している
かどうかを確認します。

アウトバウンドトラフィックは評価されません。

セキュリティグループはステートフルであることに注意してください。インスタンスからリクエストを
送信すると、そのリクエストに対するレスポンストラフィックは、セキュリティグループのインバウン
ドルールにかかわらず流入が許可されます。許可されたインバウンドトラフィックに対するレスポンス
は、アウトバウンドルールにかかわらず流出が許可されます。セキュリティグループの詳細については、
「Amazon VPC ユーザーガイド」の「VPC のセキュリティグループ」を参照してください。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (大阪)
• ヨーロッパ (ミラノ)
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• 中東 (アラブ首長国連邦)

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 1.2.1 - インバウンドおよびアウトバウンドトラフィックを、カード所有者データ環境 (CDE) に
必要なトラフィックに制限し、それ以外のトラフィックを明確に拒否する。

お客様の定義済み CDE 内のインスタンスへの SSH トラフィックを許可する場合があります。その場
合、インバウンド SSH ソースを、0.0.0.0/0 (任意の場所) から特定の IP アドレスまたは範囲に制限し
ます。SSH へのアクセスを制限しない場合、CDE との間で必要なトラフィックのみを許可するとい
う要件に違反する可能性があります。

PCI DSS 1.3.1 - DMZ を実装して、パブリックにアクセスできる認可済みのサービス、プロトコル、およ
びポートを提供するシステムコンポーネントのみへのインバウンドトラフィックに制限する。

お客様の定義済み CDE 内のインスタンスへの SSH トラフィックを許可する場合があります。その場
合、インバウンド SSH ソースを、0.0.0.0/0 (任意の場所) から特定の IP アドレスまたは範囲に制限し
ます。SSH へのアクセスを制限しない場合、パブリックにアクセスできる認可済みのサービス、プロ
トコル、およびポートを提供するシステムコンポーネントのみへのインバウンドトラフィックに制限
するという要件に違反する可能性があります。

PCI DSS 2.2.2: システムの機能に必要なサービス、プロトコル、デーモンなどのみを有効にする。

お客様の定義済み CDE 内のインスタンスへの SSH トラフィックを許可する場合があります。その場
合は、インバウンド SSH ソースを、0.0.0.0/0 (任意の場所) からセキュリティグループの機能に必要
な特定の IP アドレスまたは範囲に制限します。CDE 内では、セキュリティグループはシステムコン
ポーネントと見なされる可能性があるため、適切に強化する必要があります。SSH へのアクセスを制
限しない場合、システムの機能に必要なサービス、プロトコル、デーモンなどのみを有効にするとい
う要件に違反する可能性があります。

修正

VPC に関連付けられている各セキュリティグループに対して次のステップを実行します。

セキュリティグループからポート 22 へのアクセスを削除するには

1. Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [Security] (セキュリティ) で、[Security groups] (セキュリティグループ) を選

択します。
3. セキュリティグループを選択します。
4. ページ下部で、[Inbound rules] (インバウンドルール) を選択します。
5. [Edit inbound rules] (インバウンドルールの編集) を選択します。
6. ポート 22 を介したアクセスを許可しているルールを特定し、X を選択してそれを削除します。
7. [Save Rules] (ルールの保存) を選択します。

[PCI.EC2.6] すべての VPC で VPC フローログ記録を有効にする必要がある

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::EC2::VPC

AWS Config ルール : vpc-flow-logs-enabled

スケジュールタイプ: 定期的
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パラメータ:

• trafficType – REJECT

このコントロールは、VPC フローログが存在し、VPC に対して有効になっているかどうかを確認しま
す。トラフィックタイプは REJECT に設定されています。

VPC フローログを使用すると、VPC のネットワークインターフェイスとの間を行き来する IP アドレス
トラフィックに関する情報をキャプチャできます。フローログを作成後、そのログデータを CloudWatch 
Logs で表示して取得できるようになります。

Security Hub では、VPC のパケット拒否のフローログ記録を有効にすることを推奨します。フローログ
は、VPC を通過するネットワークトラフィックを可視化します。異常なトラフィックを検出し、セキュリ
ティワークフローにインサイトをもたらすことができます。

デフォルトでは、レコードには送信元、送信先、プロトコルなど、IP アドレスフローのさまざまなコン
ポーネントの値が含まれています。ログフィールドの詳細と説明については、「Amazon VPC ユーザーガ
イド」の「VPC フローログ」を参照してください。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 10.3.3 ログエントリに日付とタイムスタンプが含まれていることを確認する。

VPC に対して VPC フローログを有効にすることで、ログエントリの日付と時刻を特定できます。イ
ベントの日付と時刻は、開始フィールドと終了フィールドに記録されます。値は Unix 秒単位で表示さ
れます。

PCI DSS 10.3.4 成功または失敗を示す情報がログエントリに含まれていることを確認する。

VPC に対して VPC フローログを有効にすることで、発生したイベントのタイプを特定できます。イ
ベントのタイプはアクションフィールドに記録され、ACCEPT または REJECT になります。

PCI DSS 10.3.5 イベントの発生元がログエントリに含まれていることを確認する。

VPC に対して VPC フローログを有効にすることで、イベントの発生元を確認できます。イベント発
生元は pkt-srcaddr、srcaddr、および srcport フィールドに記録されます。これらのフィール
ドには、トラフィックの送信元 IP アドレスと送信元ポートが表示されます。

PCI DSS 10.3.6 影響を受けるデータ、システムコンポーネント、またはリソースのアイデンティティまた
は名前がログエントリに含まれていることを確認する。

VPC に対して VPC フローログを有効にすることで、影響を受けるデータ、システムコンポーネン
ト、またはリソースのアイデンティティまたは名前を確認できます。pkt-dstaddr、dstaddr、お
よび dstport フィールドには、トラフィックの送信先 IP アドレスと送信先ポートが表示されます。

修正

この問題を修正するには、VPC フローログを有効にします。

VPC フローログ記録を有効にするには

1. Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [Virtual Private Cloud] (仮想プライベートクラウド)で、[Your VPC] (VPC) を

選択します。
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3. 更新する VPC を選択します。
4. ページの最下部で、[Flow Logs] (フローログ) を選択します。
5. [Create flow log] (フローログの作成) を選択します。
6. [Filter] (フィルター) で、[Reject] (拒否) を選択します。
7. [Destination log group] (送信先ロググループ) で、使用するロググループを選択します。
8. 送信先ロググループに [CloudWatch Logs] を選択した場合、[IAM role] (IAM ロール) で使用する IAM 

ロールを選択します。
9. [Create] (作成) を選択します。

[PCI.ELBV2.1] Application Load Balancer は、すべての HTTP リクエストを 
HTTPS にリダイレクトするように設定する必要がある

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

AWS Config ルール : alb-http-to-https-redirection-check

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、HTTP から HTTPS へのリダイレクトが Application Load Balancer のすべての 
HTTP リスナーで設定されているかどうかを確認します。HTTP から HTTPS へのリダイレクトが設定され
ていない Application Load Balancer の HTTP リスナーがある場合、コントロールは失敗します。

Application Load Balancer の使用を開始する前に、1 つ以上のリスナーを追加する必要があります。リ
スナーとは、設定したプロトコルとポートを使用して接続リクエストをチェックするプロセスです。リ
スナーは、HTTP プロトコルと HTTPS プロトコルの両方をサポートします。HTTPS リスナーを使用
して、暗号化と復号化の作業をロードバランサーにオフロードできます。転送中の暗号化を強制するに
は、Application Load Balancer でリダイレクトアクションを使用して、クライアントの HTTP リクエスト
をポート 443 の HTTPS リクエストにリダイレクトする必要があります。

詳細については、「Application Load Balancer ユーザーガイド」の「Application Load Balancer のリス
ナー」を参照してください。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (大阪)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 2.3 強力な暗号化を使用して、すべてのコンソール以外の管理アクセスを暗号化する。

Application Load Balancer を HTTP リスナーと共に使用する場合は、コンソール以外の管理アクセス
でリスナーが HTTPS にリダイレクトされることを確認します。カード所有者データ環境の管理者に 
HTTP 経由の暗号化されていない認証を許可した場合、強力な暗号化を使用してすべてのコンソール
以外の管理アクセスを暗号化するという要件に違反する可能性があります。
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PCI DSS 4.1 オープンなパブリックネットワークで機密性の高いカード所有者データを送信する際に、強
力な暗号化とセキュリティプロトコルを使用してデータを保護する。

Application Load Balancer を HTTP リスナーと共に使用する場合は、カード所有者データの送信でリ
スナーが HTTPS にリダイレクトされることを確認します。カード所有者データの暗号化されていな
い送信を許可すると、オープンなパブリックネットワークで機密性の高いカード所有者データを送信
する際に、強力な暗号化とセキュリティプロトコルを使用してデータを保護するという要件に違反す
る可能性があります。

修正

この問題を修正するには、HTTP リクエストを HTTPS にリダイレクトします。

Application Load Balancer で HTTP リクエストを HTTPS にリダイレクトするには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [Load Balancing] (ロードバランシング) で、[Load balancers] (ロードバラン

サー) を選択します。
3. Application Load Balancer を選択します。
4. [Listeners] (リスナー) を選択します。
5. HTTP リスナー (ポート 80 TCP) のチェックボックスを選択して、[Edit] (編集) を選択します。
6. 既存のルールがある場合は、それを削除する必要があります。それ以外の場合は、[Add action] (アク

ションを追加) を選択し、[Redirect to...] (... にリダイレクト) を選択します。
7. HTTPS を選択し、443 と入力します。
8. 丸印で囲まれたチェックマークを選択し、[Update] (更新) を選択します。

[PCI.ES.1] Elasticsearch ドメインは VPC 内に存在する必要がある
重要度: 非常事態

リソースタイプ: AWS::Elasticsearch::Domain

AWS Config ルール: elasticsearch-in-vpc-only

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Elasticsearch ドメインが VPC 内にあるかどうかをチェックします。

パブリック到達可能性を判断するための VPC サブネットルーティング設定は評価しません。

この AWS コントロールは、OpenSearch Service のリソースベースのポリシーによって、他のアカ
ウントまたは外部エンティティによるパブリックアクセスが許可されるかどうかもチェックしませ
ん。Elasticsearch ドメインがパブリックサブネットに添付済みでないことを確認する必要があります。
「Amazon OpenSearch Service 開発者ガイド」の「リソースベースのポリシー」を参照してください。

また、推奨されるベストプラクティスに従って VPC が確実に設定されていることを確認する必要がありま
す。「Amazon VPC ユーザーガイド」の「VPC のセキュリティのベストプラクティス」を参照してくださ
い。

Note

このコントロールは、アジアパシフィック (大阪) ではサポートされていません。

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。
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PCI DSS 1.2.1: インバウンドおよびアウトバウンドトラフィックを、カード所有者データ環境 (CDE) に必
要なトラフィックに制限し、それ以外のトラフィックを明確に拒否する。

OpenSearch Service クラスターにカード所有者データが含まれている場合、OpenSearch Service ド
メインを VPC 内に配置する必要があります。そうすることで、インターネットゲートウェイや NAT 
デバイス、VPN 接続ポートを必要とせずに、OpenSearch Service と VPC 内の他のサービスとの間の
安全な通信が可能になります。

この方法は、CDE との間で必要なトラフィックのみを許可するために使用されます。
PCI DSS 1.3.1: DMZ を実装して、パブリックにアクセスできる認可済みのサービス、プロトコル、および
ポートを提供するシステムコンポーネントのみへのインバウンドトラフィックに制限する。

OpenSearch Service クラスターにカード所有者データが含まれている場合、OpenSearch Service ド
メインを VPC 内に配置する必要があります。そうすることで、インターネットゲートウェイや NAT 
デバイス、VPN 接続ポートを必要とせずに、OpenSearch Service と VPC 内の他のサービスとの間の
安全な通信が可能になります。

この方法は、パブリックにアクセスできる認可済みのサービス、プロトコル、およびポートを提供す
るシステムコンポーネントのみへのインバウンドトラフィックに制限するために使用されます。

PCI DSS 1.3.2: インバウンドインターネットトラフィックを DMZ 内の IP アドレスに制限する。

OpenSearch Service クラスターにカード所有者データが含まれている場合、OpenSearch Service ド
メインを VPC に配置する必要があります。こうすることで、インターネットゲートウェイや NAT デ
バイス、VPN 接続ポートを必要とせずに、OpenSearch Service と VPC 内の他のサービスとの間の安
全な通信が可能になります。

この方法は、インバウンドインターネットトラフィックを DMZ 内の IP アドレスに制限するために使
用されます。

リソースベースのポリシーを使用して、送信元 IP アドレスに基づいてアクセスを制限する IP 条件を
指定することもできます。ブログ記事「Amazon OpenSearch Service ドメインへのアクセスを制御す
る方法」を参照してください。

PCI DSS 1.3.4: カード所有者データ環境からインターネットへの認可されていないアウトバウンドトラ
フィックを許可しない。

OpenSearch Service クラスターにカード所有者データが含まれている場合、OpenSearch Service ド
メインを VPC に配置する必要があります。こうすることで、インターネットゲートウェイや NAT デ
バイス、VPN 接続ポートを必要とせずに、OpenSearch Service と VPC 内の他のサービスとの間の安
全な通信が可能になります。

この方法は、カード所有者データ環境からインターネットへの認可されていないアウトバウンドトラ
フィックをブロックするために使用されます。

PCI DSS 1.3.6: カード所有者データを保存するシステムコンポーネント (データベースなど) は、DMZ や
その他の信頼できないネットワークから分離された内部ネットワークゾーンに配置する。

OpenSearch Service クラスターにカード所有者データが含まれている場合、OpenSearch Service ド
メインを VPC 内に配置する必要があります。そうすることで、インターネットゲートウェイや NAT 
デバイス、VPN 接続ポートを必要とせずに、OpenSearch Service と VPC 内の他のサービスとの間の
安全な通信が可能になります。

この方法は、カード所有者データを保存するシステムコンポーネントを、DMZ やその他の信頼できな
いネットワークから分離された内部ネットワークゾーンに配置するために使用します。

修正

パブリックエンドポイントを使用してドメインを作成する場合、後で VPC 内にドメインを配置することは
できません。代わりに、新規のドメインを作成して、データを移行する必要があります。
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逆の場合も同様です。VPC 内にドメインを作成する場合、パブリックエンドポイントを持つことはできま
せん。代わりに、別のドメインを作成するか、このコントロールを無効にする必要があります。

「Amazon OpenSearch Service 開発者ガイド」の「VPC 内で Amazon OpenSearch Service ドメインを起
動する」を参照してください。

[PCI.ES.2] Elasticsearch ドメインで保管中の暗号化を有効にする必要がある

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::Elasticsearch::Domain

AWS Config ルール : elasticsearch-encrypted-at-rest

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Elasticsearch ドメインで保管中の暗号化設定が有効になっているかどうかをチェッ
クします。

Note

このコントロールは、アジアパシフィック (大阪) ではサポートされていません。

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 3.4: プライマリアカウント番号 (PAN) を、すべての保存場所で読み取り不能にする (ポータブル
デジタルメディア、バックアップメディア、およびログ内を含む)。

OpenSearch Service を使用してクレジットカードのプライマリアカウント番号 (PAN) を保存する場
合は、OpenSearch Service ドメインの保管中の暗号化を有効にして PAN を保護する必要がありま
す。

有効にすると、ドメインのインデックス、自動スナップショット、OpenSearch Service ログ、スワッ
プファイル、アプリケーションディレクトリ内のその他すべてのデータが暗号化されます。

これは、PAN を読み取り不能にするための方法です。

修正

デフォルトでは、ドメインの保管中のデータは暗号化されず、既存のドメインでこの機能の使用は設定で
きません。

この機能を有効にするには、別のドメインを作成してデータを移行する必要があります。ドメインの作成
の詳細については、「Amazon OpenSearch Service 開発者ガイド」を参照してください。

保管中のデータの暗号化には、OpenSearch Service 5.1 以降が必要です。OpenSearch Service での保管
中のデータの暗号化の詳細については、「Amazon OpenSearch Service 開発者ガイド」を参照してくださ
い。

[PCI.GuardDuty.1] GuardDuty を有効にする必要がある

重要度: 高

リソースタイプ : AWS アカウント
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AWS Config ルール : guardduty-enabled-centralized

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ : なし

このコントロールは、AWS アカウント およびリージョンで Amazon GuardDuty が有効になっているかど
うかを確認します。

GuardDuty は、侵入検知システムが通常保護する攻撃に対して有効ですが、すべての環境にとって必ずし
も完全なソリューションとはなりません。このルールでは、担当者へのアラートの生成もチェックしませ
ん。GuardDuty の詳細については、「Amazon GuardDuty ユーザーガイド」を参照してください。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (バーレーン)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 11.4 侵入検知または侵入防止技術を使用して、ネットワークへの侵入を検知および/または防止
する。

GuardDuty は、カード所有者データ環境の境界とその中のすべての重要なポイントでトラフィック
をモニタリングすることにより、要件 11.4 を満たすのに役立ちます。また、すべての侵入検知エン
ジン、ベースライン、シグニチャを最新の状態に保つこともできます。結果は GuardDuty から生成
されます。これらのアラートは Amazon CloudWatch を使用して担当者に送信できます。「Amazon 
GuardDuty ユーザーガイド」の「Amazon CloudWatch Events を使用した GuardDuty の結果に対する
カスタムレスポンスの作成」を参照してください。AWS アカウント で GuardDuty を有効にしていな
い場合、侵入検知または侵入防止技術を使用してネットワークへの侵入を防止するという要件に違反
する可能性があります。

修正

この問題を修正するには、GuardDuty を有効にします。

GuardDuty を有効にする方法 (AWS Organizations を使用して複数のアカウントを管理する方法を含む) の
詳細については、「Amazon GuardDuty ユーザーガイド」の「GuardDuty の開始方法」を参照してくださ
い。

[PCI.IAM.1] IAM ルートユーザーのアクセスキーが存在していてはならない

重要度: 非常事態

リソースタイプ: AWS アカウント
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AWS Config ルール : iam-root-access-key-check

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、ルートユーザーのユーザーアクセスキーが存在するかどうかをチェックします。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (大阪)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 2.1: ネットワークにシステムをインストールする前に、ベンダーが提供するデフォルト設定を常
に変更し、不要なデフォルトアカウントを削除または無効にする。

AWS アカウントのルートユーザー は、最も権限のある AWS ユーザーです。AWS アクセスキーは、
指定されたアカウントにプログラムからアクセスすることを可能にします。

不要なデフォルトアカウントを削除または無効にするという要件に違反する可能性があるため、ルー
トユーザーのアクセスキーを作成しないでください。

PCI DSS 2.2: すべてのシステムコンポーネントについて、設定基準を作成する。この基準は、すべての既
知のセキュリティ脆弱性に対処し、業界で受け入れられているシステム強化基準に準拠するものである必
要がある。

ルートユーザーは、最も権限のある AWS ユーザーです。AWS アクセスキーは、指定されたアカウン
トにプログラムからアクセスすることを可能にします。

システム強化設定を実装するという要件に違反する可能性があるため、ルートユーザーのアクセス
キーを作成しないでください。

PCI DSS 7.2.1: システムコンポーネントのアクセス制御システムを確立することにより、ユーザーの必要
性に基づいてアクセスを制限し、明示的に許可していない限り「すべて拒否」に設定する。このアクセス
制御システムは、すべてのシステムコンポーネントを対象に含んでいる必要がある。

ルートユーザーは、最も権限のある AWS ユーザーです。AWS アクセスキーは、指定されたアカウン
トにプログラムからアクセスすることを可能にします。

ルートユーザーのアクセスキーを作成しないでください。これを行うと、システムコンポーネントへ
のアクセスを必要な最小特権に、またはユーザーの必要性に基づいて制限するという要件に違反する
可能性があります。

修正

ルートユーザーアクセスキーを削除するには、「IAM ユーザーガイドの「ルートユーザーのアクセスキー
の削除」を参照してください。

[PCI.IAM.2] IAM ユーザーには IAM ポリシーを添付してはならない

重要度: 低
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リソースタイプ : AWS::IAM::User

AWS Config ルール : iam-user-no-policies-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールにより、IAM ユーザーのいずれにもポリシーが添付されていないことを確認できま
す。IAM ユーザーは、IAM グループまたはロールから許可を継承する必要があります。

IAM ロールとグループに、最小特権ポリシーが適用されているかどうかはチェックされません。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。
Amazon Simple Email Service が作成した IAM ユーザーは、インラインポリシーを使用して自動
作成されます。Security Hub は、これらのユーザーをこのコントロールから自動的に除外しま
す。

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 7.2.1: システムコンポーネントのアクセス制御システムを確立することにより、ユーザーの必要
性に基づいてアクセスを制限し、明示的に許可していない限り「すべて拒否」に設定する。このアクセス
制御システムは、すべてのシステムコンポーネントを対象に含んでいる必要がある。

IAM ポリシーは、AWS でユーザー、グループ、またはロールに権限を付与する方法です。

デフォルトでは、IAM ユーザー、グループ、ロールには、IAM ポリシーがアタッチされるまでは 
AWS リソースへのアクセス権はありません。

最小特権アクセスを管理し、PCI DSS 対象リソースのアクセス管理の複雑さを軽減するには、ユー
ザーレベルではなく、グループレベルまたはロールレベルで IAM ポリシーを割り当てる必要がありま
す。

アクセス管理の複雑さを軽減することにより、プリンシパルが誤って過剰な権限を受け取ったり保持
したりする可能性を減らすことができます。

これは、カード所有者データを含むシステムコンポーネントへのアクセスを必要な最小特権に、また
はユーザーの必要性に基づいて制限するために使用される方法です。

修正

この問題を解決するために、IAM はフェデレーションを使用するか、IAM ロールにポリシーをアタッチし
て一時的な AWS アクセスを許可することを推奨しています。ユーザー、あるいはロールにアタッチされ
ているポリシーを削除するには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ID のアクセス許可の追加および削除」
を参照してください。

[PCI.IAM.3] IAM ポリシーで、完全な「*」管理者権限を許可してはならない

重要度: 高

リソースタイプ : AWS::IAM::Policy

AWS Config ルール : iam-policy-no-statements-with-admin-access

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合
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パラメータ:

• excludePermissionBoundaryPolicy: true

このコントロールは、AWS Identity and Access Management ポリシー (カスタマーマネージドポリ
シーとも呼ばれます) のデフォルトバージョンに、"Effect": "Allow" with "Action": "*" が
"Resource": "*" に対して規定されたステートメントを持つ管理者アクセス権がないかどうかをチェッ
クします。

作成したカスタマーマネージドポリシーのみがチェックされますが、「S3:*」などの個々のサービスへの
完全なアクセス権はチェックされません。

インラインポリシーおよび AWS マネージドポリシーのチェックは行いません。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。
AWS Config は、Security Hub を使用するすべてのリージョンで有効にする必要があります。た
だし、グローバルリソースの記録は 1 つのリージョンで有効にすることができます。グローバル
リソースを 1 つのリージョンにのみ記録する場合は、グローバルリソースを記録するリージョン
以外のすべてのリージョンでこのコントロールを無効にすることができます。

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 7.2.1: システムコンポーネントのアクセス制御システムを確立することにより、ユーザーの必要
性に基づいてアクセスを制限し、明示的に許可していない限り「すべて拒否」に設定する。このアクセス
制御システムは、すべてのシステムコンポーネントを対象に含んでいる必要がある。

最低限必要な権限に制限せずに完全な管理者権限を付与した場合、システムコンポーネントへのアク
セスを必要な最小特権に、またはユーザーの必要性に基づいて制限するという要件に違反する可能性
があります。

修正

IAM ポリシーを変更して、完全な「*」管理者権限を許可しないようにする方法については、「IAM ユー
ザーガイド」の「IAM ポリシーの編集」を参照してください。

[PCI.IAM.4] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要がある

重要度: 非常事態

リソースタイプ : AWS アカウント

AWS Config ルール : root-account-hardware-mfa-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ : なし

このコントロールは、AWS アカウント アカウントで、ルートユーザー認証情報を使用してサインインす
る際に多要素認証 (MFA) ハードウェアデバイスの使用が有効になっているかどうかを確認します。

仮想 MFA を使用しているかどうかはチェックされません。

PCI DSS 要件 8.3.1 に対応するために、ハードウェア MFA (このコントロール) または仮想 MFA (the 
section called “[PCI.IAM.5] ルートユーザーに対して仮想 MFA を有効にする必要がある” (p. 684)) のいず
れかを選択できます。
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タイムベースドワンタイムパスワード (TOTP) トークンと、ユニバーサルセカンドファクター (U2F) トー
クンの両方が、ハードウェア MFA オプションとして実行可能です。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 8.3.1: 管理者のアクセス権を持つ担当者のカード所有者データ環境 (CDE) へのすべての非コン
ソールアクセスに多要素認証を組み込む。

ルートユーザーは、アカウントで最も権限のあるユーザーです。

MFA は、サインイン認証情報に加えて更なる保護手段を追加します。管理者権限を持つユーザーが、
システムコンポーネントへの直接の物理的な接続ではなく、ネットワークインターフェイス経由で
カード所有者データ環境にアクセスしていて、管理しているマシンの前に物理的にいない場合、MFA 
が必要です。

ハードウェア MFA の有効化は、すべての非コンソール管理アクセスに対して多要素認証 (MFA) を組
み込むために使用される方法です。

修正

ルートユーザー用にハードウェア MFA デバイスを追加するには、「IAM ユーザーガイド」の「AWS ア
カウント ルートユーザー用にハードウェア MFA デバイスを有効にする (コンソール)」を参照してくださ
い。

[PCI.IAM.5] ルートユーザーに対して仮想 MFA を有効にする必要がある

重要度: 非常事態

リソースタイプ: AWS アカウント

AWS Config ルール : root-account-mfa-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ : なし

このコントロールは、AWS アカウント のユーザーがルートユーザー認証情報を使用してサインインする
際に、多要素認証 (MFA) デバイスを必要とするかどうかを確認します。

ハードウェア MFA を使用しているかどうかはチェックされません。

PCI DSS 要件 8.3.1 に対応するために、仮想 MFA (このコントロール) またはハードウェア MFA 
(the section called “[PCI.IAM.4] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があ
る” (p. 683)) のいずれかを選択できます。
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Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 8.3.1: 管理者のアクセス権を持つ担当者のカード所有者データ環境 (CDE) へのすべての非コン
ソールアクセスに多要素認証を組み込む。

ルートユーザーは、アカウントで最も権限のあるユーザーです。

MFA は、サインイン認証情報に加えて更なる保護手段を追加します。管理者権限を持つユーザーが
カード所有者データ環境にアクセスしていて、管理しているマシンの前に物理的にいない場合、MFA 
が必要です。

仮想 MFA の有効化は、すべての非コンソール管理アクセスに対して多要素認証 (MFA) を組み込むた
めに使用される方法です。

修正

ルートユーザー用に仮想 MFA を追加するには、「IAM ユーザーガイド」の「AWS アカウント のルート
ユーザーの仮想 MFA デバイスを有効にする (コンソール)」を参照してください。

[PCI.IAM.6] すべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要がある

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::IAM::User

AWS Config ルール : iam-user-mfa-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、IAM ユーザーが多要素認証 (MFA) を有効にしているかどうかを確認します。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 8.3.1: 管理者のアクセス権を持つ担当者のカード所有者データ環境 (CDE) へのすべての非コン
ソールアクセスに多要素認証を組み込む。

すべての IAM ユーザーに対する MFA の有効化は、すべての非コンソール管理アクセスに対して多要
素認証 (MFA) を組み込むために使用される方法です。
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修正

IAM ユーザーを MFA に追加するには、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。

[PCI.IAM.7] IAM ユーザー認証情報が事前定義された日数以内に使用されない場
合、認証情報を無効にする必要がある
重要度: 中

リソースタイプ : AWS::IAM::User

AWS Config ルール : iam-user-unused-credentials-check

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

• maxCredentialUsageAge: 90 (日)

このコントロールは、IAM ユーザーのパスワードまたはアクティブなアクセスキーが、指定した日数以内
に一度も使用されていないかどうかを確認します。デフォルトは 90 日間です。

Security Hub では、アカウントのすべてのアクセスキーを生成したり削除したりしないことを強く推奨し
ています。代わりにベストプラクティスとして、1 つ以上の IAM ロールを作成するか、フェデレーショ
ンを使用することを推奨します。これらのプラクティスを使用すると、ユーザーは既存の企業認証情報を
使用して AWS Management Console コンソールと AWS CLI にサインインできます。

各アプローチにはそれぞれのユースケースがあります。フェデレーションは一般的に、既存の中央ディレ
クトリを持っている企業や、IAM ユーザーの現在のクォータよりも多くを必要とする予定の企業にとって
適しています。AWS 環境の外部で実行されるアプリケーションには、AWS リソースへのプログラムによ
るアクセスのためにアクセスキーが必要です。

ただし、プログラムによるアクセスを必要とするリソースが AWS 内部で実行される場合、IAM ロールの
使用がベストプラクティスとなります。ロールを使用すると、アクセスキー ID とシークレットアクセス
キーを設定にハードコーディングすることなく、リソースへのアクセスを許可できます。

アクセスキーとアカウントの保護の詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS アクセス
キーを管理するためのベストプラクティス」を参照してください。また、ブログ記事「プログラムによる
アクセス使用中に AWS アカウント を保護するためのガイドライン」も参照してください。

アクセスキーが既にある場合は、90 日以上非アクティブになっている未使用のユーザー認証情報を削除ま
たは無効化することを推奨します。

このコントロールは、非アクティブなパスワードまたはアクティブなアクセスキーのみをチェックしま
す。90 日が経過していても、アカウントの使用を無効にすることはありません。お客様はアクションを実
行し、未使用の認証情報を無効にする責任があります。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 8.1.4 非アクティブなユーザーアカウントを 90 日以内に削除/無効にする。

IAM パスワードまたはアクセスキーを使用する場合は、使用をモニタリングし、90 日間使用しない場
合は無効にしてください。IAM ユーザーアカウントで未使用の認証情報をアクティブにしておくこと
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を許可した場合、非アクティブな AWS アカウント を90 日以内に削除/無効にするという要件に違反
する可能性があります。

修正

認証情報が期限切れのアカウントをモニタリングするために必要な一部の情報を取得するには、IAM コン
ソールを使用します。例えば、お使いのアカウントのユーザーを表示すると、[Access key age] (アクセス
キーの古さ)、[Password age] (パスワードの古さ)、および [Last activity] (最後のアクティビティ) の列が表
示されます。これらの列の値のいずれかが 90 日より大きい場合は、それらのユーザーの認証情報を非ア
クティブにします。

認証情報レポートを使用してユーザーアカウントをモニタリングし、90 日以上アクティビティのない 
AWS アカウント を特定することもできます。IAM コンソールから認証情報レポートを .csv 形式でダウ
ンロードできます。認証情報レポートの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS アカウント 
の認証情報レポートの取得」を参照してください。

非アクティブなアカウントや使用されていない認証情報を特定したら、次のステップを使用してそれらを
無効にします。

非アクティブなアカウントまたは未使用の IAM 認証情報を無効にするには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. [Access management] (アクセス管理) で、[Users] (ユーザー) を選択します。
3. 90 日より以前の認証情報を持つユーザーの名前を選択します。
4. [Security credentials] (セキュリティ認証情報) を選択します。90 日以上使用されなかったすべてのサ

インイン認証情報とアクセスキーについて、[Make inactive] (非アクティブにする) を選択します。

[PCI.IAM.8] IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要である
重要度: 中

リソースタイプ : AWS アカウント

AWS Config ルール : iam-password-policy

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、IAM ユーザーのアカウントパスワードポリシーが次の最低限の PCI DSS 設定を使用
しているかどうかをチェックします。

• RequireUppercaseCharacters - パスワードには少なくとも 1 つの大文字が必要。(デフォルト =
true)

• RequireLowercaseCharacters - パスワードには少なくとも 1 つの小文字が必要。(デフォルト =
true)

• RequireNumbers - パスワードには少なくとも 1 つの数字が必要。(デフォルト = true)
• MinimumPasswordLength - パスワードの最小文字数。(デフォルト = 7 以上)
• PasswordReusePrevention - パスワードの再利用を許可するまでのパスワードの数。(デフォルト = 

4)
• MaxPasswordAge - パスワードが有効期限切れになるまでの日数。(デフォルト = 90)

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。
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PCI DSS 8.1.4: 非アクティブなユーザーアカウントを 90 日以内に削除/無効にする。

AWS アカウント に IAM ユーザーがある場合は、IAM パスワードポリシーを適切に設定する必要があ
ります。IAM ユーザーのパスワードを保護しないと、90 日以内に非アクティブな AWS アカウント を
削除または無効にするという要件に違反する可能性があります。デフォルトでは、MaxPasswordAge
パラメータは 90 日に設定されています。パスワードの有効期限が切れると、IAM ユーザーはパス
ワードが変更されるまでアカウントにアクセスできません。これにより、ユーザーは無効になりま
す。

PCI DSS 8.2.3: パスワード/パスフレーズは以下を満たしている必要がある: 少なくとも 7 文字以上で、数
字とアルファベットの両方を含む。

AWS アカウント に IAM ユーザーがある場合は、IAM パスワードポリシーを適切に設定する
必要があります。IAM ユーザーのパスワードを保護しないと、パスワードの長さは少なくと
も 7 文字という要件に違反する可能性があります。また、数字とアルファベットの両方を含
むという要件に違反する可能性もあります。デフォルトでは、MinimumPasswordLength は
7、RequireUppercaseCharacters は true、RequireLowercaseCharacters は true です。

PCI DSS 8.2.4: 少なくとも 90 日に 1 回、ユーザーのパスワード/パスフレーズを変更する。

AWS アカウント に IAM ユーザーがある場合は、IAM パスワードポリシーを適切に設定する必要
があります。IAM ユーザーのパスワードを保護しないと、少なくとも 90 日に 1 回はユーザーのパ
スワードまたはパスフレーズを変更するという要件に違反する可能性があります。デフォルトで
は、MaxPasswordAge パラメータは 90 日に設定されています。パスワードの有効期限が切れる
と、IAM ユーザーはパスワードが変更されるまでアカウントにアクセスできません。

PCI DSS 8.2.5: ユーザーが直近で使用した 4 つのパスワード/パスフレーズのいずれかと同じである新しい
パスワード/パスフレーズの指定を許可しない。

AWS アカウント に IAM ユーザーがある場合は、IAM パスワードポリシーを適切に設定する必要があ
ります。IAM ユーザーのパスワードを保護しないと、直近の 4 つのパスワードまたはパスフレーズと
同じである新しいパスワードまたはパスフレーズの指定を許可しないという要件に違反する可能性が
あります。デフォルトでは、PasswordReusePrevention は 4 に設定されており、ユーザーは直近
の 4 つのパスワードを再利用できなくなります。

修正

推奨される設定を使用するようにパスワードポリシーを更新するには、「IAM ユーザーガイドの「IAM 
ユーザー用のアカウントパスワードポリシーの設定」を参照してください。

[PCI.KMS.1] KMS キーのローテーションを有効にする必要がある

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::KMS::Key

AWS Config ルール : cmk-backing-key-rotation-enabled

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、各 KMS キーについて、キーローテーションが有効になっていることを確認しま
す。キーマテリアルをインポートした KMS キーはチェックされません。

マテリアルをインポートしたキーと、AWS KMS に保存されていないキーは必ずローテーションされるよ
うにしてください。AWS マネージドキー は 3 年に 1 度ローテーションされます。

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。
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関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 3.6.4: 暗号化キーは、暗号化期間の終了時点に到達したら変更する必要がある。

PCI DSS では暗号化期間は指定されていませんが、キーローテーションが有効な場合、デフォルトで
は毎年ローテーションが行われます。

KMS キーを使用してカード所有者データを暗号化する場合は、キーローテーションを有効にする必要
があります。

これは、暗号化期間の終了時点に到達した後、暗号化キーを変更するために使用される方法です。

修正

KMS キーローテーションを有効にするには

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. [Customer managed keys] (カスタマーマネージドキー) を選択します。
4. [Alias] (エイリアス) 列で、更新するキーのエイリアスを選択します。
5. [Key rotation] (キーローテーション) を選択します。
6. [Automatically rotate this KMS key every year] (この KMS キーを毎年自動的にローテーションする) を

選択し、[Save] (保存) を選択します。

[PCI.Lambda.1] Lambda 関数は、パブリックアクセスを禁止する必要がある

重要度: 非常事態

リソースタイプ : AWS::Lambda::Function

AWS Config ルール : lambda-function-public-access-prohibited

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Lambda 関数のリソースベースのポリシーがパブリックアクセスを禁止しているか
どうかをチェックします。

IAM ロールなどの内部プリンシパルによる Lambda 関数へのアクセスはチェックされません。最小特権の 
Lambda リソースベースのポリシーを使用して、Lambda 関数へのアクセスを認可されたプリンシパルの
みに制限するようにしてください。Lambda 関数ポリシーでは AWS:SourceAccount を使用してこのコ
ントロールを渡す必要があります。

AWS Lambda のリソースベースのポリシーの使用の詳細については、「AWS Lambda 開発者ガイド」を
参照してください。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
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関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 1.2.1: インバウンドおよびアウトバウンドトラフィックを、カード所有者データ環境 (CDE) に必
要なトラフィックに制限し、それ以外のトラフィックを明確に拒否する。

PCI DSS の対象範囲内の Lambda 関数を使用する場合、その関数はパブリックにアクセス可能であっ
てはなりません。パブリックにアクセス可能な関数は、CDE との間で必要なトラフィックのみを許可
するという要件に違反する可能性があります。

PCI DSS 1.3.1: DMZ を実装して、パブリックにアクセスできる認可済みのサービス、プロトコル、および
ポートを提供するシステムコンポーネントのみへのインバウンドトラフィックに制限する。

PCI DSS の対象範囲内の Lambda 関数を使用する場合、その関数はパブリックにアクセス可能で
あってはなりません。パブリックにアクセス可能な関数は、パブリックにアクセスできる認可済みの
サービス、プロトコル、およびポートを提供するシステムコンポーネントのみへのインバウンドトラ
フィックに制限するという要件に違反する可能性があります。

PCI DSS 1.3.2: インバウンドインターネットトラフィックを DMZ 内の IP アドレスに制限する。

PCI DSS の対象範囲内の Lambda 関数を使用する場合、その関数はパブリックにアクセス可能であっ
てはなりません。パブリックにアクセス可能な関数は、インバウンドインターネットトラフィックを 
DMZ 内の IP アドレスに制限するという要件に違反する可能性があります。

PCI DSS 1.3.4: カード所有者データ環境からインターネットへの認可されていないアウトバウンドトラ
フィックを許可しない。

PCI DSS の対象範囲内の Lambda 関数を使用する場合、その関数はパブリックにアクセス可能であっ
てはなりません。パブリックにアクセス可能な関数は、カード所有者データ環境からインターネット
への認可されていないアウトバウンドトラフィックをブロックするという要件に違反する可能性があ
ります。

PCI DSS 7.2.1: システムコンポーネントのアクセス制御システムを確立することにより、ユーザーの必要
性に基づいてアクセスを制限し、明示的に許可していない限り「すべて拒否」に設定する。このアクセス
制御システムは、すべてのシステムコンポーネントを対象に含んでいる必要がある。

PCI DSS の対象範囲内の Lambda 関数を使用する場合、その関数はパブリックにアクセス可能であっ
てはなりません。パブリックにアクセス可能な関数は、カード所有者データを含むシステムコンポー
ネントへのアクセスを必要な最小特権に、またはユーザーの必要性に基づいて制限するという要件に
違反する可能性があります。

修正

この問題を修正するには、リソースベースのポリシーを更新して、パブリックにアクセス可能な Lambda 
関数をプライベートな Lambda 関数に変更します。

AddPermission および AddLayerVersionPermission API アクションの範囲内の Lambda リソース
のリソースベースのポリシーのみを更新できます。

Lambda リソースのポリシーを JSON で作成したり、CLI または SDK を使用してこれらのアクションのパ
ラメータにマッピングされない条件を使用したりすることはできません。

AWS CLI を使用して、AWS のサービスまたは別のアカウントから関数の使用の許可を取り消す
には

1. GetPolicy の出力からステートメントの ID を取得するために、AWS CLI から、次のコマンドを実
行します。

aws lambda get-policy --function-name yourfunctionname
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このコマンドは、パブリックにアクセス可能な Lambda 関数に関連付けられた Lambda リソースベー
スのポリシー文字列を返します。

2. get-policy コマンドによって返されたポリシーステートメントから、Sid フィールドの文字列値を
コピーします。

3. AWS CLI から、次のコマンドを実行します

aws lambda remove-permission --function-name yourfunctionname —statement-id youridvalue

Lambda コンソールを使用して Lambda 関数へのアクセスを制限するには

1. AWS Lambda コンソールを (https://console.aws.amazon.com/lambda/) 開きます。
2. [Functions] (関数) に移動し、パブリックにアクセス可能な Lambda 関数を選択します。
3. [Designer] (デザイナー) で、左上のキーアイコンを選択します。ツールチップ [View permissions] (許

可を表示) があります。
4. [Function policy] (関数ポリシー) で、プリンシパル要素 “*” または {“AWS”: “*”} に対するアクショ

ンがポリシーで許可されている場合は、パブリックなアクセス可能です。

次の IAM 条件を追加して、アクセスをお使いのアカウントのみに制限することを検討してください。

"Condition": { 
  "StringEquals": { 
    "AWS:SourceAccount": "<account_id>" 
     } 
  }
}

リソースごとに他のアカウントに使用許可を付与することを可能にする、他の Lambda リソースベースの
ポリシーの例については、「AWS Lambda 開発者ガイド」の、AWS Lambda でのリソースベースのポリ
シーの使用に関する情報を参照してください。

[PCI.Lambda.2] Lambda 関数は VPC 内に存在する必要がある

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::Lambda::Function

AWS Config ルール: lambda-inside-vpc

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Lambda 関数が VPC 内にあるかどうかをチェックします。Lambda@Edge リソー
スに関する失敗の結果が表示される場合があります。

パブリック到達可能性を判断するための VPC サブネットルーティング設定は評価しません。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
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関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 1.2.1: インバウンドおよびアウトバウンドトラフィックを、カード所有者データ環境 (CDE) に必
要なトラフィックに制限し、それ以外のトラフィックを明確に拒否する。

デフォルトでは、Lambda は AWS サービスとインターネットにアクセスできる、安全なデフォルト
の VPC で関数を実行します。

PCI DSS の対象範囲内の Lambda 関数を使用する場合、VPC エンドポイントを使用するように関数
を設定できます。こうすることで、インターネットアクセスなしで VPC 内から Lambda 関数に接続
できるようになります。この方法は、CDE との間で必要なトラフィックのみを許可するために使用さ
れます。

PCI DSS 1.3.1: DMZ を実装して、パブリックにアクセスできる認可済みのサービス、プロトコル、および
ポートを提供するシステムコンポーネントのみへのインバウンドトラフィックに制限する。

デフォルトでは、Lambda は AWS サービスとインターネットにアクセスできる、安全なデフォルト
の VPC で関数を実行します。

PCI DSS の対象範囲内の Lambda 関数を使用する場合、VPC エンドポイントを使用するように関数
を設定できます。こうすることで、インターネットアクセスなしで VPC 内から Lambda 関数に接続
できるようになります。この方法は、パブリックにアクセスできる認可済みのサービス、プロトコ
ル、およびポートを提供するシステムコンポーネントのみへのインバウンドトラフィックに制限する
ために使用されます。

PCI DSS 1.3.2: インバウンドインターネットトラフィックを DMZ 内の IP アドレスに制限する。

デフォルトでは、Lambda は AWS サービスとインターネットにアクセスできる、安全なデフォルト
の VPC で関数を実行します。

PCI DSS の対象範囲内の Lambda 関数を使用する場合、VPC エンドポイントを使用するように関数
を設定できます。こうすることで、インターネットアクセスなしで VPC 内から Lambda 関数に接続
できるようになります。この方法は、インバウンドインターネットトラフィックを DMZ 内の IP アド
レスに制限するために使用されます。

PCI DSS 1.3.4: カード所有者データ環境からインターネットへの認可されていないアウトバウンドトラ
フィックを許可しない。

デフォルトでは、Lambda は AWS サービスとインターネットにアクセスできる、安全なデフォルト
の VPC で関数を実行します。

PCI DSS の対象範囲内の Lambda 関数を使用する場合、VPC エンドポイントを使用するように関数
を設定できます。こうすることで、インターネットアクセスなしで VPC 内から Lambda 関数に接続
できるようになります。この方法は、カード所有者データ環境からインターネットへの認可されてい
ないアウトバウンドトラフィックをブロックするために使用されます。

修正

お使いのアカウントの 仮想プライベートクラウド (VPC) のプライベートサブネットに接続するよ
うに関数を設定するには

1. AWS Lambda コンソールを (https://console.aws.amazon.com/lambda/) 開きます。
2. [Functions] (関数) に移動し、Lambda 関数を選択します。
3. [Network] (ネットワーク) までスクロールし、関数の接続要件を持つ VPC を選択します。
4. 高可用性モードで関数を実行するために、Security Hub では少なくとも 2 つのサブネットを選択する

ことを推奨します。
5. 関数の接続要件を持つセキュリティグループを少なくとも 1 つ選択します。
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6. [Save] (保存) を選択します。

詳細については、「AWS Lambda 開発者ガイド」の、VPC 内のリソースにアクセスできるように 
Lambda 関数を構成する方法についてのセクションを参照してください。

[PCI.OpenSearch.1] Amazon OpenSearch Service ドメインは VPC 内に存在して
いる必要がある

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > VPC 内のリソース

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::OpenSearch::Domain

AWS Config ルール : opensearch-in-vpc-only

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、OpenSearch ドメインが VPC 内にあるかどうかをチェックします。このコントロー
ルは、パブリックアクセスの可能性を判断するための VPC サブネットルーティング設定を評価しません。

OpenSearch ドメインがパブリックサブネットに添付済みではないことを確認する必要があります。
「Amazon OpenSearch Service 開発者ガイド」の「リソースベースのポリシー」を参照してください。

また、推奨されるベストプラクティスに従って VPC が設定されていることを確認する必要もあります。
「Amazon VPC ユーザーガイド」の「VPC のセキュリティのベストプラクティス」を参照してください。

VPC 内にデプロイされた OpenSearch ドメインは、プライベート AWS ネットワーク経由で VPC リソー
スと通信できます。パブリックインターネットを経由する必要はありません。この設定では、転送中の
データへのアクセスを制限することにより、セキュリティ体制が向上します。VPC は、ネットワーク ACL 
やセキュリティグループを含む、OpenSearch ドメインへのアクセスを安全にするため、多数のネット
ワークコントロールを提供します。Security Hub では、これらのコントロールを有効に利用するために、
パブリック OpenSearch ドメインを VPC に移行することを推奨します。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 1.2.1: インバウンドおよびアウトバウンドトラフィックを、カード所有者データ環境 (CDE) に必
要なトラフィックに制限し、それ以外のトラフィックを明確に拒否する。

Amazon ES クラスターにカード所有者データが含まれている場合、Amazon ES ドメインは VPC 内
に配置する必要があります。そうすることで、インターネットゲートウェイや NAT デバイス、VPN 
接続ポートを必要とせずに、Amazon ES と VPC 内の他のサービスとの間の安全な通信が可能になり
ます。

この方法は、CDE との間で必要なトラフィックのみを許可するために使用されます。
PCI DSS 1.3.1: DMZ を実装して、パブリックにアクセスできる認可済みのサービス、プロトコル、および
ポートを提供するシステムコンポーネントのみへのインバウンドトラフィックに制限する。

Amazon ES クラスターにカード所有者データが含まれている場合、Amazon ES ドメインは VPC 内
に配置する必要があります。そうすることで、インターネットゲートウェイや NAT デバイス、VPN 
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接続ポートを必要とせずに、Amazon ES と VPC 内の他のサービスとの間の安全な通信が可能になり
ます。

この方法は、パブリックにアクセスできる認可済みのサービス、プロトコル、およびポートを提供す
るシステムコンポーネントのみへのインバウンドトラフィックに制限するために使用されます。

PCI DSS 1.3.2: インバウンドインターネットトラフィックを DMZ 内の IP アドレスに制限する。

Amazon OpenSearch Service クラスターにカード所有者データが含まれている場合、Amazon 
OpenSearch Service ドメインを VPC に配置する必要があります。こうすることで、インターネット
ゲートウェイや NAT デバイス、VPN 接続ポートを必要とせずに、Amazon OpenSearch Service と 
VPC 内の他のサービスとの間の安全な通信が可能になります。

この方法は、インバウンドインターネットトラフィックを DMZ 内の IP アドレスに制限するために使
用されます。

リソースベースのポリシーを使用して、送信元 IP アドレスに基づいてアクセスを制限する IP 条件を
指定することもできます。ブログ記事「Amazon Elasticsearch Service ドメインへのアクセスを制御
する方法」を参照してください。

PCI DSS 1.3.4: カード所有者データ環境からインターネットへの認可されていないアウトバウンドトラ
フィックを許可しない。

Amazon ES クラスターにカード所有者データが含まれている場合、Amazon ES ドメインを VPC に
配置する必要があります。こうすることで、インターネットゲートウェイや NAT デバイス、VPN 接
続ポートを必要とせずに、Amazon ES と VPC 内の他のサービスとの間の安全な通信が可能になりま
す。

この方法は、カード所有者データ環境からインターネットへの認可されていないアウトバウンドトラ
フィックをブロックするために使用されます。

PCI DSS 1.3.6: カード所有者データを保存するシステムコンポーネント (データベースなど) は、DMZ や
その他の信頼できないネットワークから分離された内部ネットワークゾーンに配置する。

Amazon ES クラスターにカード所有者データが含まれている場合、Amazon ES ドメインは VPC 内
に配置する必要があります。そうすることで、インターネットゲートウェイや NAT デバイス、VPN 
接続ポートを必要とせずに、Amazon ES と VPC 内の他のサービスとの間の安全な通信が可能になり
ます。

この方法は、カード所有者データを保存するシステムコンポーネントを、DMZ やその他の信頼できな
いネットワークから分離された内部ネットワークゾーンに配置するために使用します。

修正

パブリックエンドポイントを使用してドメインを作成する場合、後で VPC 内にドメインを配置すること
はできません。代わりに、新規のドメインを作成して、データを移行する必要があります。逆の場合も同
様です。VPC 内にドメインを作成する場合、パブリックエンドポイントを持つことはできません。代わり
に、別のドメインを作成するか、このコントロールを無効にする必要があります。

「Amazon OpenSearch Service 開発者ガイド」の「VPC 内で Amazon OpenSearch Service ドメインを起
動する」を参照してください。

[PCI.OpenSearch.2] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要が
ある

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::OpenSearch::Domain
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AWS Config ルール : opensearch-encrypted-at-rest

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon OpenSearch Service ドメインで保管中の暗号化設定が有効になっているか
どうかをチェックします。保管中の暗号化が有効になっていない場合、チェックは失敗します。

OpenSearch 内の機密データのセキュリティを強化するには、保管中に暗号化するように OpenSearch ド
メインを設定する必要があります。OpenSearch ドメインは、保管中のデータの暗号化を提供します。こ
の機能では AWS KMS を使用して、暗号化キーを保存し管理します。暗号化の実行には、256 ビットキー
を使用した Advanced Encryption Standard アルゴリズム (AES-256) を使用します。

保管中の OpenSearch での暗号化の詳細については、「Amazon OpenSearch Service 開発者ガイド」の
「Amazon OpenSearch Service の保管中のデータの暗号化」を参照してください。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 3.4: プライマリアカウント番号 (PAN) を、すべての保存場所で読み取り不能にする (ポータブル
デジタルメディア、バックアップメディア、およびログ内を含む)。

Amazon OpenSearch Service を使用してクレジットカードのプライマリアカウント番号 (PAN) を保
存する場合は、Amazon OpenSearch Service ドメインの保管中の暗号化を有効にして PAN を保護す
る必要があります。

有効にすると、ドメインのインデックス、自動スナップショット、Amazon OpenSearch Service ロ
グ、スワップファイル、アプリケーションディレクトリ内のその他すべてのデータが暗号化されま
す。

これは、PAN を読み取り不能にするための方法です。

修正

デフォルトでは、ドメインの保管中のデータは暗号化されず、既存のドメインでこの機能の使用は設定で
きません。この機能を有効にするには、別のドメインを作成してデータを移行する必要があります。

ドメインの作成の詳細については、「Amazon OpenSearch Service 開発者ガイド」の「Amazon 
OpenSearch Service ドメインの作成と管理」を参照してください。

「Amazon OpenSearch Service 開発者ガイド」の「VPC 内で Amazon OpenSearch Service ドメインを起
動する」を参照してください。

[PCI.RDS.1] Amazon RDS スナップショットでパブリックアクセスを禁止する必
要があります

重要度: 非常事態

リソースタイプ: AWS::RDS::DBSnapshot

AWS Config ルール: rds-snapshots-public-prohibited

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合
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パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon RDS DB スナップショットが他のアカウントによるアクセスを禁止してい
るかどうかをチェックします。また、スナップショットへのアクセスと Amazon RDS 設定を変更する許可
が、認可されたプリンシパルのみに制限されていることを確認する必要があります。

Amazon RDS での DB スナップショットの共有の詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」を参
照してください。

パブリックアクセスを許可するように設定を変更した場合、AWS Config ルールは最大 12 時間変更を検
出できない場合があります。AWS Config ルールが変更を検出するまで、設定がルール違反をしていても
チェックは成功します。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (大阪)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 1.2.1: インバウンドおよびアウトバウンドトラフィックを、カード所有者データ環境 (CDE) に必
要なトラフィックに制限し、それ以外のトラフィックを明確に拒否する。

RDS スナップショットは、特定の時点で RDS インスタンスのデータをバックアップするために使用
されます。これらは、RDS インスタンスを以前の状態に復元するために使用できます。

RDS スナップショットにカード所有者データが保存されている場合、RDS スナップショットを他の
アカウントと共有しないでください。RDS スナップショットを共有すると、他のアカウントがスナッ
プショットから RDS インスタンスを復元できるようになります。これを許可すると、CDE との間で
必要なトラフィックのみを許可するという要件に違反する場合があります。

PCI DSS 1.3.1: DMZ を実装して、パブリックにアクセスできる認可済みのサービス、プロトコル、および
ポートを提供するシステムコンポーネントのみへのインバウンドトラフィックに制限する。

RDS スナップショットは、特定の時点で RDS インスタンスのデータをバックアップするために使用
されます。これらは、RDS インスタンスを以前の状態に復元するために使用できます。

RDS スナップショットにカード所有者データが保存されている場合、RDS スナップショットを他の
アカウントと共有しないでください。RDS スナップショットを共有すると、他のアカウントがスナッ
プショットから RDS インスタンスを復元できるようになります。これを許可すると、パブリックに
アクセスできる認可済みのサービス、プロトコル、およびポートを提供するシステムコンポーネント
のみへのインバウンドトラフィックに制限するという要件に違反する可能性があります。

PCI DSS 1.3.4: カード所有者データ環境からインターネットへの認可されていないアウトバウンドトラ
フィックを許可しない。

RDS スナップショットは、特定の時点で RDS インスタンスのデータをバックアップするために使用
されます。これらは、RDS インスタンスを以前の状態に復元するために使用できます。

RDS スナップショットにカード所有者データが保存されている場合、RDS スナップショットを他の
アカウントと共有しないでください。RDS スナップショットを共有すると、他のアカウントがスナッ
プショットから RDS インスタンスを復元できるようになります。これを許可すると、カード所有者
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データ環境からインターネットへの認可されていないアウトバウンドトラフィックをブロックすると
いう要件に違反する可能性があります。

PCI DSS 1.3.6: カード所有者データを保存するシステムコンポーネント (データベースなど) は、DMZ や
その他の信頼できないネットワークから分離された内部ネットワークゾーンに配置する。

RDS スナップショットは、特定の時点で RDS インスタンスのデータをバックアップするために使用
されます。これらは、RDS インスタンスを以前の状態に復元するために使用できます。

RDS スナップショットにカード所有者データが保存されている場合、RDS スナップショットを他の
アカウントと共有しないでください。RDS スナップショットを共有すると、他のアカウントがスナッ
プショットから RDS インスタンスを復元できるようになります。これを許可すると、カード所有者
データを保存するシステムコンポーネントを、DMZ やその他の信頼できないネットワークから分離さ
れた内部ネットワークゾーンに配置するという要件に違反する可能性があります。

PCI DSS 7.2.1: システムコンポーネントのアクセス制御システムを確立することにより、ユーザーの必要
性に基づいてアクセスを制限し、明示的に許可していない限り「すべて拒否」に設定する。このアクセス
制御システムは、すべてのシステムコンポーネントを対象に含んでいる必要がある。

RDS スナップショットは、特定の時点で RDS インスタンスのデータをバックアップするために使用
されます。これらは、RDS インスタンスを以前の状態に復元するために使用できます。

RDS スナップショットにカード所有者データが保存されている場合、RDS スナップショットを他の
アカウントと共有しないでください。RDS スナップショットを共有すると、他のアカウントがスナッ
プショットから RDS インスタンスを復元できるようになります。これを許可すると、カード所有者
データを含むシステムコンポーネントへのアクセスを必要な最小特権に、またはユーザーの必要性に
基づいて制限するという要件に違反する可能性があります。

修正

Amazon RDS スナップショットのパブリックアクセスを削除するには

1. Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。
2. [Snapshots] (スナップショット) に移動し、変更するパブリックスナップショットを選択します。
3. [Actions] (アクション) リストから [Share Snapshots] (スナップショットの共有) を選択します。
4. [DB snapshot visibility] (DB スナップショットの可視性) から、[Private] (プライベート) を選択しま

す。
5. [DB snapshot visibility] (DB スナップショットの可視性) で、[for all] (すべての) を選択します。
6. [Save] (保存) を選択します。

[PCI.RDS.2] Amazon RDS DB インスタンスでは、パブリックアクセスを禁止す
る必要があります。これは、PubliclyAccessible 設定により判断されます

重要度: 非常事態

リソースタイプ : AWS::RDS::DBInstance

AWS Config ルール : rds-instance-public-access-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、インスタンス設定項目の publiclyAccessible フィールドを評価して、RDS 
インスタンスがパブリックにアクセスできるかどうかをチェックします。publiclyAccessible の値
は、DB インスタンスがパブリックにアクセスできるかどうかを示します。DB インスタンスがパブリック
にアクセス可能な場合、それはパブリックに解決可能な DNS 名を持つインターネット向けインスタンス
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であり、DNS 名はパブリック IP アドレスに解決されます。DB インスタンスがパブリックにアクセスでき
ない場合、それはプライベート IP アドレスに解決される DNS 名を持つ内部インスタンスとなります。

コントロールでは、VPC サブネットルーティング設定やセキュリティグループルールはチェックされませ
ん。お客様は VPC サブネットルーティングでパブリックアクセスが許可されていないことと、RDS イン
スタンスに関連付けられたセキュリティグループのインバウンドルールで無制限のアクセス (0.0.0.0/0) が
許可されていないことを確認する必要もあります。また、RDS インスタンスの設定とリソースを変更する
ユーザーの IAM 許可を制限することにより、RDS インスタンス設定へのアクセスが認可されたユーザー
のみに制限されていることも確認する必要があります。

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「VPC 内の DB インスタンスをインターネットから
隠す」を参照してください。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 1.2.1: インバウンドおよびアウトバウンドトラフィックを、カード所有者データ環境 (CDE) に必
要なトラフィックに制限し、それ以外のトラフィックを明確に拒否する。

PCI DSS の対象範囲内の RDS インスタンスを使用する場合、その RDS インスタンスはパブリックア
クセス可能であってはなりません。これを許可すると、CDE との間で必要なトラフィックのみを許可
するという要件に違反する場合があります。

PCI DSS 1.3.1: DMZ を実装して、パブリックにアクセスできる認可済みのサービス、プロトコル、および
ポートを提供するシステムコンポーネントのみへのインバウンドトラフィックに制限する。

RDS インスタンスを使用してカード所有者データを保存する場合、その RDS インスタンスはパブ
リックアクセス可能であってはなりません。これを許可すると、パブリックにアクセスできる認可済
みのサービス、プロトコル、およびポートを提供するシステムコンポーネントのみへのインバウンド
トラフィックに制限するという要件に違反する可能性があります。

PCI DSS 1.3.2: インバウンドインターネットトラフィックを DMZ 内の IP アドレスに制限する。

RDS インスタンスを使用してカード所有者データを保存する場合、その RDS インスタンスはパブ
リックアクセス可能であってはなりません。これは、インバウンドインターネットトラフィックを 
DMZ 内の IP アドレスに制限するという要件に違反する可能性があるためです。

PCI DSS 1.3.4: カード所有者データ環境からインターネットへの認可されていないアウトバウンドトラ
フィックを許可しない。

RDS インスタンスを使用してカード所有者データを保存する場合、その RDS インスタンスはパブ
リックアクセス可能であってはなりません。これを許可すると、カード所有者データ環境からイン
ターネットへの認可されていないアウトバウンドトラフィックをブロックするという要件に違反する
可能性があります。

PCI DSS 1.3.6: カード所有者データを保存するシステムコンポーネント (データベースなど) は、DMZ や
その他の信頼できないネットワークから分離された内部ネットワークゾーンに配置する。

RDS インスタンスを使用してカード所有者データを保存する場合、その RDS インスタンスはパブ
リックアクセス可能であってはなりません。これを許可すると、カード所有者データを保存するシス
テムコンポーネントを、DMZ やその他の信頼できないネットワークから分離された内部ネットワーク
ゾーンに配置するという要件に違反する可能性があります。

PCI DSS 7.2.1: システムコンポーネントのアクセス制御システムを確立することにより、ユーザーの必要
性に基づいてアクセスを制限し、明示的に許可していない限り「すべて拒否」に設定する。このアクセス
制御システムは、すべてのシステムコンポーネントを対象に含んでいる必要がある。

RDS インスタンスを使用してカード所有者データを保存する場合、RDS インスタンスはパブリック
アクセス可能であってはなりません。これは、カード所有者データを含むシステムコンポーネントへ
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のアクセスを必要な最小特権に、またはユーザーの必要性に基づいて制限するという要件に違反する
可能性があるためです。

修正

Amazon RDS データベースのパブリックアクセスを削除するには

1. Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。
2. [Databases] (データベース) に移動し、パブリックデータベースを選択します。
3. [Modify] (変更) を選択します。
4. [Network & Security] (ネットワークとセキュリティ) までスクロールします。
5. [Public accessibility] (パブリックアクセシビリティ) で、[No] (いいえ) を選択します。
6. 一番下までスクロールし、[Continue] (続行) を選択します。
7. [Scheduling of modifications] (変更のスケジュール) で [Apply immediately] (すぐに適用) を選択しま

す。
8. [Modify DB Instance] (DB インスタンスの変更) を選択します。

VPC 内の DB インスタンスの使用方法の詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」を参照してく
ださい。

[PCI.Redshift.1] Amazon Redshift クラスターはパブリックアクセスを禁止する必
要がある
重要度: 非常事態

リソースタイプ : AWS::Redshift::Cluster

AWS Config ルール : redshift-cluster-public-access-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、クラスター設定項目の publiclyAccessible フィールドを評価することによっ
て、Amazon Redshift クラスターがパブリックにアクセスできるかどうかをチェックします。

Note

このコントロールは、アジアパシフィック (大阪) ではサポートされていません。

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 1.2.1: インバウンドおよびアウトバウンドトラフィックを、カード所有者データ環境 (CDE) に必
要なトラフィックに制限し、それ以外のトラフィックを明確に拒否する。

Amazon Redshift クラスターを使用してカード所有者データを保存する場合、クラスターはパブリッ
クアクセス可能であってはなりません。これを許可すると、CDE との間で必要なトラフィックのみを
許可するという要件に違反する場合があります。

PCI DSS 1.3.1: DMZ を実装して、パブリックにアクセスできる認可済みのサービス、プロトコル、および
ポートを提供するシステムコンポーネントのみへのインバウンドトラフィックに制限する。

Amazon Redshift クラスターを使用してカード所有者データを保存する場合、クラスターはパブリッ
クアクセス可能であってはなりません。これを許可すると、パブリックにアクセスできる認可済みの
サービス、プロトコル、およびポートを提供するシステムコンポーネントのみへのインバウンドトラ
フィックに制限するという要件に違反する可能性があります。
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PCI DSS 1.3.2: インバウンドインターネットトラフィックを DMZ 内の IP アドレスに制限する。

Amazon Redshift クラスターを使用してカード所有者データを保存する場合、クラスターはパブリッ
クアクセス可能であってはなりません。これは、インバウンドインターネットトラフィックを DMZ 
内の IP アドレスに制限するという要件に違反する可能性があるためです。

PCI DSS 1.3.4: カード所有者データ環境からインターネットへの認可されていないアウトバウンドトラ
フィックを許可しない。

Amazon Redshift クラスターを使用してカード所有者データを保存する場合、クラスターはパブリッ
クアクセス可能であってはなりません。これを許可すると、カード所有者データ環境からインター
ネットへの認可されていないアウトバウンドトラフィックをブロックするという要件に違反する可能
性があります。

PCI DSS 1.3.6: カード所有者データを保存するシステムコンポーネント (データベースなど) は、DMZ や
その他の信頼できないネットワークから分離された内部ネットワークゾーンに配置する。

Amazon Redshift クラスターを使用してカード所有者データを保存する場合、クラスターはパブリッ
クアクセス可能であってはなりません。これを許可すると、カード所有者データを保存するシステム
コンポーネントを、DMZ やその他の信頼できないネットワークから分離された内部ネットワークゾー
ンに配置するという要件に違反する可能性があります。

修正

Amazon Redshift クラスターのパブリックアクセスを無効にするには

1. Amazon Redshift コンソール (https://console.aws.amazon.com/redshift/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Clusters] (クラスター) を選択し、パブリック Amazon Redshift クラスター

を選択します。
3. [Cluster] (クラスター) ドロップダウンメニューから、[Modify cluster] (クラスターの変更) を選択しま

す。
4. [Publicly accessible] (パブリックアクセス可能) で、[No] (いいえ) を選択します。
5. [Modify] (変更) を選択します。

VPC でクラスターを作成する方法の詳細については、「Amazon Redshift 管理ガイド」を参照してくださ
い。

[PCI.S3.1] S3 バケットはパブリック書き込みアクセスを禁止する必要がある
重要度: 非常事態

リソースタイプ : AWS::S3::Bucket

AWS Config ルール: s3-bucket-public-write-prohibited

スケジュールタイプ: 定期的および変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、パブリックアクセスブロック設定、バケットポリシー、およびバケットアクセスコ
ントロールリスト (ACL) を評価することにより、S3 バケットがパブリック書き込みアクセスを許可する
かどうかをチェックします。

IAM ロールなどの内部プリンシパルによるバケットへの書き込みアクセス権はチェックされません。バ
ケットへのアクセスは、認可されたプリンシパルのみに制限する必要があります。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。
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関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 1.2.1: インバウンドおよびアウトバウンドトラフィックを、カード所有者データ環境 (CDE) に必
要なトラフィックに制限し、それ以外のトラフィックを明確に拒否する。

S3 バケットを使用してカード所有者データを保存する場合、バケットはパブリック書き込みアクセ
スを禁止する必要があります。パブリック書き込みアクセスを許可すると、CDE との間で必要なトラ
フィックのみを許可するという要件に違反する場合があります。

PCI DSS 1.3.1: DMZ を実装して、パブリックにアクセスできる認可済みのサービス、プロトコル、および
ポートを提供するシステムコンポーネントのみへのインバウンドトラフィックに制限する。

S3 バケットを使用してカード所有者データを保存する場合、バケットはパブリック書き込みアクセス
を禁止する必要があります。パブリック書き込みアクセスを許可すると、パブリックにアクセスでき
る認可済みのサービス、プロトコル、およびポートを提供するシステムコンポーネントのみへのイン
バウンドトラフィックに制限するという要件に違反する可能性があります。

インターネット上の誰でも S3 バケットに書き込みできるようにお客様が明示的にリクエストしない
限り、S3 バケットがパブリックに書き込み可能ではないことを確認する必要があります。

PCI DSS 1.3.2: インバウンドインターネットトラフィックを DMZ 内の IP アドレスに制限する。

S3 バケットを使用してカード所有者データを保存する場合、バケットはパブリック書き込みアクセス
を禁止する必要があります。パブリック書き込みアクセスを許可すると、インバウンドインターネッ
トトラフィックを DMZ 内の IP アドレスに制限するという要件に違反する可能性があります。

PCI DSS 1.3.4: カード所有者データ環境からインターネットへの認可されていないアウトバウンドトラ
フィックを許可しない。

S3 バケットを使用してカード所有者データを保存する場合、バケットはパブリック書き込みアクセス
を禁止する必要があります。パブリック書き込みアクセスを許可すると、カード所有者データ環境か
らインターネットへの認可されていないアウトバウンドトラフィックをブロックするという要件に違
反する可能性があります。

PCI DSS 1.3.6: カード所有者データを保存するシステムコンポーネント (データベースなど) は、DMZ や
その他の信頼できないネットワークから分離された内部ネットワークゾーンに配置する。

S3 バケットを使用してカード所有者データを保存する場合、バケットはパブリック書き込みアクセス
を禁止する必要があります。パブリック書き込みアクセスを許可すると、カード所有者データを保存
するシステムコンポーネントを、DMZ やその他の信頼できないネットワークから分離された内部ネッ
トワークゾーンに配置するという要件に違反する可能性があります。

PCI DSS 7.2.1: システムコンポーネントのアクセス制御システムを確立することにより、ユーザーの必要
性に基づいてアクセスを制限し、明示的に許可していない限り「すべて拒否」に設定する。このアクセス
制御システムは、すべてのシステムコンポーネントを対象に含んでいる必要がある。

S3 バケットを使用してカード所有者データを保存する場合、バケットはパブリック書き込みアクセス
を禁止する必要があります。パブリック書き込みアクセスを許可すると、システムコンポーネントへ
のアクセスを必要な最小特権に、またはユーザーの必要性に基づいて制限するという要件に違反する
可能性があります。

修正

S3 バケットに対するパブリックアクセスを削除するには

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. 結果で特定されたバケットの名前を選択します。
3. [Permissions] (許可) を選択し、[Public access settings] (パブリックアクセス設定) を選択します。
4. [Edit] (編集) を選択し、4 つのオプションをすべて選択して、次に [Save] (保存) を選択します。
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5. プロンプトが表示されたら、confirm を入力して [Confirm] (確認) を選択します。

[PCI.S3.2] S3 バケットではパブリック読み取りアクセスを禁止する必要がある

重要度: 非常事態

リソースタイプ : AWS::S3::Bucket

AWS Config ルール : s3-bucket-public-read-prohibited

スケジュールタイプ: 定期的および変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、パブリックアクセスブロック設定、バケットポリシー、およびバケットアクセスコ
ントロールリスト (ACL) を評価することにより、S3 バケットがパブリック読み取りアクセスを許可する
かどうかをチェックします。

インターネット上の誰でも S3 バケットに書き込みできるようにお客様が明示的にリクエストしない限
り、S3 バケットがパブリックに書き込み可能ではないことを確認する必要があります。

IAM ロールなどの内部プリンシパルによるバケットへの読み取りアクセス権はチェックされません。バ
ケットへのアクセスは、認可されたプリンシパルのみに制限する必要があります。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 1.2.1: インバウンドおよびアウトバウンドトラフィックを、カード所有者データ環境 (CDE) に必
要なトラフィックに制限し、それ以外のトラフィックを明確に拒否する。

S3 バケットを使用してカード所有者データを保存する場合、バケットはパブリック読み取りアクセス
を禁止する必要があります。パブリック読み取りアクセスは、CDE との間で必要なトラフィックのみ
を許可するという要件に違反する可能性があります。

PCI DSS 1.3.1: DMZ を実装して、パブリックにアクセスできる認可済みのサービス、プロトコル、および
ポートを提供するシステムコンポーネントのみへのインバウンドトラフィックに制限する。

S3 バケットを使用してカード所有者データを保存する場合、バケットはパブリック読み取りアクセス
を禁止する必要があります。パブリック読み取りアクセスは、パブリックにアクセスできる認可済み
のサービス、プロトコル、およびポートを提供するシステムコンポーネントのみへのインバウンドト
ラフィックに制限するという要件に違反する可能性があります。

PCI DSS 1.3.2: インバウンドインターネットトラフィックを DMZ 内の IP アドレスに制限する。

S3 バケットを使用してカード所有者データを保存する場合、バケットはパブリック読み取りアクセ
スを禁止する必要があります。パブリック読み取りアクセスは、インバウンドインターネットトラ
フィックを DMZ 内の IP アドレスに制限するという要件に違反する可能性があります。

PCI DSS 1.3.6: カード所有者データを保存するシステムコンポーネント (データベースなど) は、DMZ や
その他の信頼できないネットワークから分離された内部ネットワークゾーンに配置する。

S3 バケットを使用してカード所有者データを保存する場合、バケットはパブリック読み取りアクセ
スを禁止する必要があります。パブリック読み取りアクセスは、カード所有者データを保存するシス
テムコンポーネントを、DMZ やその他の信頼できないネットワークから分離された内部ネットワーク
ゾーンに配置するという要件に違反する可能性があります。
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PCI DSS 7.2.1: システムコンポーネントのアクセス制御システムを確立することにより、ユーザーの必要
性に基づいてアクセスを制限し、明示的に許可していない限り「すべて拒否」に設定する。このアクセス
制御システムは、すべてのシステムコンポーネントを対象に含んでいる必要がある。

S3 バケットを使用してカード所有者データを保存する場合、バケットはパブリック読み取りアクセス
を禁止する必要があります。パブリック読み取りアクセスは、システムコンポーネントへのアクセス
を必要な最小特権に、またはユーザーの必要性に基づいて制限するという要件に違反する可能性があ
ります。

修正

S3 バケットに対するパブリックアクセスを削除するには

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. 結果で特定されたバケットの名前を選択します。
3. [Permissions] (許可) を選択し、[Public access settings] (パブリックアクセス設定) を選択します。
4. [Edit] (編集) を選択し、4 つのオプションをすべて選択して、次に [Save] (保存) を選択します。
5. プロンプトが表示されたら、confirm を入力して [Confirm] (確認) を選択します。

[PCI.S3.3] S3 バケットでクロスリージョンレプリケーションを有効にする必要が
ある
重要度: 低

リソースタイプ : AWS::S3::Bucket

AWS Config ルール: s3-bucket-replication-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは S3 バケットでクロスリージョンレプリケーションが有効かどうかをチェックしま
す。

PCI DSS では、データレプリケーションや高可用性の設定は必要ではありません。ただし、このチェック
は、AWS のこのコントロールのベストプラクティスと一致するものです。

可用性に加えて、他のシステム強化構成も考慮する必要があります。
Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 2.2: すべてのシステムコンポーネントについて、設定基準を作成する。この基準は、すべての既
知のセキュリティ脆弱性に対処し、業界で受け入れられているシステム強化基準に準拠するものである必
要がある。

S3 バケットでクロスリージョンレプリケーションを有効にすると、異なる個別のリージョンで複数
のバージョンのデータを使用できるようになります。これにより、さらに離れた場所へのデータの保
存、レイテンシーの最小化、運用効率の向上、DDoS やデータ破損のイベントからの保護が可能にな
ります。

これは、システム強化設定の実装に使用される方法の 1 つです。
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修正

S3 バケットのレプリケーションを有効にするには

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. クロスリージョンレプリケーションが有効になっていない S3 バケットを選択します。
3. [Management] (管理) を選択し、[Replication] (レプリケーション) を選択します。
4. [Add rule] (ルール追加) を選択します。バージョニングがまだ有効になっていない場合は、有効にする

よう求められます。
5. レプリケート元バケットを選択します - [Entire bucket] (バケット全体)。
6. レプリケート先バケットを選択します。お使いのアカウントのレプリケート先バケットでバージョニ

ングがまだ有効になっていない場合は、有効にするよう求められます。
7. IAM ロールを選択します。レプリケーションの許可の設定の詳細については、「Amazon Simple 

Storage Service ユーザーガイド」を参照してください。
8. ルール名を入力し、ステータスで [Enabled] (有効) を選択し、[Next] (次へ) を選択します。
9. [Save] (保存) を選択します。

レプリケーションの詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」を参照してく
ださい。

[PCI.S3.4] S3 バケットでは、サーバー側の暗号化を有効にする必要がある

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::S3::Bucket

AWS Config ルール : s3-bucket-server-side-encryption-enabled

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon S3 バケットで Amazon S3 のデフォルトの暗号化が有効になっているか、
または S3 バケットポリシーでサーバー側の暗号化なしの put-object リクエストを明示的に拒否している
かのいずれかであることを確認します。

バケットにデフォルトの暗号化を設定すると、バケットに保存されるすべての新規オブジェクト (クリア
テキストの PAN データを含む) が保存時に暗号化されます。

バケットポリシーを使用して、バケットに保存されているすべてのオブジェクトに対してサーバー側の
暗号化を適用することもできます。サーバー側の暗号化の詳細については、「Amazon Simple Storage 
Service ユーザーガイド」を参照してください。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 3.4: プライマリアカウント番号 (PAN) を、すべての保存場所で読み取り不能にする (ポータブル
デジタルメディア、バックアップメディア、およびログ内を含む)。

S3 バケットを使用してクレジットカードのプライマリアカウント番号 (PAN) を保存している場合
に、PAN を読み取れないようにするには、バケットのデフォルトの暗号化を有効にするか、または 
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S3 バケットポリシーでサーバー側の暗号化なしの put-object リクエストを明示的に拒否する必要があ
ります。

修正

S3 バケットのデフォルト暗号化を有効にするには

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. リストからバケットを選択します。
3. [プロパティ] を選択します。
4. [Default encryption (デフォルトの暗号化)] で、[Edit (編集)] を選択します。
5. [Enable] (有効化) を選択し、サーバー側暗号化をオンにします。次に、[SSE-S3] または [SSE-KMS]

のいずれかを選択します。

• デフォルトの暗号化に、Amazon S3 が管理するキーを使用するときは、[SSE-S3] を選択し
ます。Amazon S3 サーバー側暗号化を使用してデータを暗号化する方法の詳細については、
「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」を参照してください。

• デフォルトの暗号化に、AWS KMS が管理するキーを使用するときは、[SSE-KMS] を選択します。
次に、作成した AWS KMS マスターキーのリストからマスターキーを選択します。

[SSE-KMS] を選択する場合、使用する AWS KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) を入力し
ます。IAM コンソールの [Encryption keys] (暗号化キー) で、AWS KMS キーの ARN を確認できま
す。または、ドロップダウンリストからキー名を選択できます。

Important

デフォルト暗号化設定に AWS KMS オプションを使用する場合、AWS KMS の RPS (1 秒
あたりのリクエスト) 制限が適用されます。AWS KMS の制限の概要と制限の引き上げをリ
クエストする方法については、「AWS Key Management Service 開発者ガイド」を参照し
てください。

AWS KMS キーの作成方法の詳細については、「AWS Key Management Service 開発者ガイド」を
参照してください。

Amazon S3 で AWS KMS を使用する方法の詳細については、「Amazon Simple Storage Service 
ユーザーガイド」を参照してください。

デフォルト暗号化を有効にする際、バケットポリシーの更新が必要な場合があります。バケットポリ
シーからデフォルトの暗号化に移行する方法の詳細については、「Amazon Simple Storage Service 
ユーザーガイド」を参照してください。

6. [Save] (保存) を選択します。

デフォルトの S3 バケット暗号化の詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」
を参照してください。

[PCI.S3.5] S3 バケットは Secure Socket Layer を使用するリクエストを要求する
必要がある

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::S3::Bucket

AWS Config ルール : s3-bucket-ssl-requests-only

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合
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パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon S3 バケットに Secure Socket Layer (SSL) を使用するリクエストを要求す
るポリシーがあるかどうかを確認します。

S3 バケットには、条件キー aws:SecureTransport によって示される S3 リソースポリシーで HTTPS 
経由のデータ送信のみを受け入れるために、すべてのリクエスト (Action: S3:*) を要求するポリシーを
備える必要があります。

SSL または TLS のバージョンはチェックされません。PCI DSS の要件に従い、SSL または TLS の初期の
バージョン (SSLv3、TLS1.0) を許可すべきではありません。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 4.1 オープンなパブリックネットワークで機密性の高いカード所有者データを送信する際に、強
力な暗号化とセキュリティプロトコルを使用してデータを保護する。

S3 バケットを使用してカード所有者データを保存する場合、バケットポリシーでバケットへのリクエ
ストが HTTPS 経由のデータ転送のみを受け入れるようにする必要があります。例えば、ポリシース
テートメント "aws:SecureTransport": "false" を使用して、HTTPS 経由でアクセスされてい
ないリクエストを拒否します。カード所有者データの暗号化されていない送信を許可すると、オープ
ンなパブリックネットワークで機密性の高いカード所有者データを送信する際に、強力な暗号化とセ
キュリティプロトコルを使用してデータを保護するという要件に違反する可能性があります。

修正

この問題を修正するには、S3 バケットの許可ポリシーを更新します。

安全でない伝送の拒否を S3 バケットで設定するには

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. 非準拠のバケットに移動し、バケット名を選択します。
3. [Permissions] (許可) を選択し、[Bucket Policy] (バケットポリシー) を選択します。
4. 以下のポリシーに、同様のポリシーステートメントを追加します。awsexamplebucket を変更する

バケットの名前で置き換えます。

{ 
    "Id": "ExamplePolicy", 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowSSLRequestsOnly", 
            "Action": "s3:*", 
            "Effect": "Deny", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::awsexamplebucket", 
                "arn:aws:s3:::awsexamplebucket/*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "Bool": { 
                     "aws:SecureTransport": "false" 
                } 
            }, 
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           "Principal": "*" 
        } 
    ]
}

5. [Save] (保存) を選択します。

詳細については、ナレッジセンターの記事「AWS Config ルール s3-bucket-ssl-requests-only に準拠するに
は、どの S3 バケットポリシーを使用する必要がありますか?」を参照してください。

[PCI.S3.6] S3 パブリックアクセスブロック設定を有効にする必要がある

重要度: 中

リソースタイプ : AWS アカウント

AWS Config ルール : s3-account-level-public-access-blocks-periodic

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

• ignorePublicAcls: true
• blockPublicPolicy: true
• blockPublicAcls: true
• restrictPublicBuckets: true

このコントロールは、次のパブリックアクセスブロック設定がアカウントレベルで設定されているかどう
かをチェックします。

• ignorePublicAcls: true,
• blockPublicPolicy: true
• blockPublicAcls: true
• restrictPublicBuckets: true

すべてのパブリックアクセスブロック設定が true に設定されている場合、コントロールは成功します。

いずれかの設定が false に設定されているか、またはいずれかが設定されていない場合、コントロールは
失敗します。

AWS のベストプラクティスとして、S3 バケットはパブリックアクセスをブロックすべきです。インター
ネット上の誰でも S3 バケットにアクセスできるようにお客様が明示的にリクエストしない限り、S3 バ
ケットがパブリックアクセス可能ではないことを確認する必要があります。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アジアパシフィック (大阪)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (バーレーン)

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。
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PCI DSS 1.2.1 - インバウンドおよびアウトバウンドトラフィックを、カード所有者データ環境 (CDE) に
必要なトラフィックに制限し、それ以外のトラフィックを明確に拒否する。

S3 バケットを使用してカード所有者データを保存する場合は、バケットがパブリックアクセスを許可
していないことを確認してください。S3 バケットへのパブリックアクセスは、CDE との間で必要な
トラフィックのみを許可するという要件に違反する可能性があります。

PCI DSS 1.3.1 - DMZ を実装して、パブリックにアクセスできる認可済みのサービス、プロトコル、およ
びポートを提供するシステムコンポーネントのみへのインバウンドトラフィックに制限する。

S3 バケットを使用してカード所有者データを保存する場合は、バケットがパブリックアクセスを許可
していないことを確認してください。S3 バケットへのパブリックアクセスを許可すると、パブリック
にアクセスできる認可済みのサービス、プロトコル、およびポートを提供するシステムコンポーネン
トのみへのインバウンドトラフィックに制限するという要件に違反する可能性があります。

PCI DSS 1.3.2 - インバウンドインターネットトラフィックを DMZ 内の IP アドレスに制限する。

S3 バケットを使用してカード所有者データを保存する場合は、バケットがパブリックアクセスを許可
していないことを確認してください。S3 バケットへのパブリックアクセスを許可すると、インバウン
ドインターネットトラフィックを DMZ 内の IP アドレスに制限するという要件に違反する可能性があ
ります。

PCI DSS 1.3.4 - カード所有者データ環境からインターネットへの認可されていないアウトバウンドトラ
フィックを許可しない。

S3 バケットを使用してカード所有者データを保存する場合は、バケットがパブリックアクセスを許可
していないことを確認してください。S3 バケットへのパブリックアクセスを許可すると、カード所有
者データ環境からインターネットへの認可されていないアウトバウンドトラフィックをブロックする
という要件に違反する可能性があります。

PCI DSS 1.3.6: カード所有者データを保存するシステムコンポーネント (データベースなど) は、DMZ や
その他の信頼できないネットワークから分離された内部ネットワークゾーンに配置する。

S3 バケットを使用してカード所有者データを保存する場合は、バケットがパブリックアクセスを許可
していないことを確認してください。S3 バケットへのパブリックアクセスを許可すると、カード所有
者データを保存するシステムコンポーネントを、DMZ やその他の信頼できないネットワークから分離
された内部ネットワークゾーンに配置するという要件に違反する可能性があります。

修正

Amazon S3 ブロックパブリックアクセスを有効にするには

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Block public access (account settings)] (パブリックアクセスのブロック 

(アカウント設定)) を選択します。
3. [Edit] (編集) を選択します。[Block all public access] (すべてのパブリックアクセスをブロック) を選択

します。
4. [Save changes] (変更の保存) を選択します。

詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「Amazon S3 ブロックパブリッ
クアクセスの使用」を参照してください。

[PCI.SageMaker.1] Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、インター
ネットに直接アクセスできないようにする必要がある
重要度: 高

リソースタイプ : AWS::SageMaker::NotebookInstance

AWS Config ルール : sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
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スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、SageMaker ノートブックインスタンスでインターネットへの直接アクセ
スが無効になっているかどうかをチェックします。そのために、ノートブックインスタンスで
DirectInternetAccess フィールドが無効であるかどうかをチェックします。

VPC なしで SageMaker インスタンスを設定した場合、デフォルトではインスタンスでインターネットへ
の直接アクセスが有効になっています。VPC 有りでインスタンスを設定し、デフォルト設定を [Disable — 
Access the internet through a VPC] (無効化 - VPC 経由でインターネットにアクセスする) に変更する必要
があります。

ノートブックからモデルをトレーニングまたはホストするには、インターネットアクセスが必要です。イ
ンターネットアクセスを有効にするには、VPC に NAT ゲートウェイがあり、セキュリティグループでア
ウトバウンド接続を許可していることを確認してください。ノートブックインスタンスを VPC 内のリソー
スに接続する方法の詳細については、「Amazon SageMaker 開発者ガイド」の「ノートブックインスタン
スを VPC 内のリソースに接続する」を参照してください。

また、SageMaker 設定へのアクセスが認可されたユーザーのみに制限されていることも確認する必要があ
ります。ユーザーの IAM 許可を、SageMaker の設定変更とリソースの変更に制限します。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (大阪)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 欧州 (ミラノ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• AWS GovCloud (米国東部)

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 1.2.1 - インバウンドおよびアウトバウンドトラフィックを、カード所有者データ環境 (CDE) に
必要なトラフィックに制限し、それ以外のトラフィックを明確に拒否する。

CDE 内で SageMaker ノートブックインスタンスを使用する場合、ノートブックインスタンスが直接
のインターネットアクセスを許可していないことを確認してください。ノートブックインスタンスに
直接のパブリックアクセスを許可すると、CDE との間で必要なトラフィックのみを許可するという要
件に違反する場合があります。

PCI DSS 1.3.1 - DMZ を実装して、パブリックにアクセスできる認可済みのサービス、プロトコル、およ
びポートを提供するシステムコンポーネントのみへのインバウンドトラフィックに制限する。

CDE 内で SageMaker ノートブックインスタンスを使用する場合、ノートブックインスタンスが直接
のインターネットアクセスを許可していないことを確認してください。ノートブックインスタンスに
直接のパブリックアクセスを許可すると、パブリックにアクセスできる認可済みのサービス、プロト
コル、およびポートを提供するシステムコンポーネントのみへのインバウンドトラフィックに制限す
るという要件に違反する可能性があります。

PCI DSS 1.3.2 - インバウンドインターネットトラフィックを DMZ 内の IP アドレスに制限する。

CDE 内で SageMaker ノートブックインスタンスを使用する場合、ノートブックインスタンスが直接
のインターネットアクセスを許可していないことを確認してください。ノートブックインスタンスに
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直接のパブリックアクセスを許可すると、インバウンドトラフィックを DMZ 内の IP アドレスに制限
するという要件に違反する可能性があります。

PCI DSS 1.3.4 - カード所有者データ環境からインターネットへの認可されていないアウトバウンドトラ
フィックを許可しない。

CDE 内で SageMaker ノートブックインスタンスを使用する場合、ノートブックインスタンスが直接
のインターネットアクセスを許可していないことを確認してください。ノートブックインスタンスに
直接のパブリックアクセスを許可すると、カード所有者データ環境からインターネットへの認可され
ていないアウトバウンドトラフィックをブロックするという要件に違反する可能性があります。

PCI DSS 1.3.6: カード所有者データを保存するシステムコンポーネント (データベースなど) は、DMZ や
その他の信頼できないネットワークから分離された内部ネットワークゾーンに配置する。

SageMaker ノートブックインスタンスを使用していて、ノートブックインスタンスにカード所有者の
データが含まれている場合は、直接のインターネットアクセスを制限します。ノートブックインスタ
ンスに直接のパブリックアクセスを許可すると、カード所有者データを保存するシステムコンポーネ
ントを、DMZ やその他の信頼できないネットワークから分離された内部ネットワークゾーンに配置す
るという要件に違反する可能性があります。

修正

ノートブックインスタンスの作成後は、インターネットアクセス設定を変更できないことに注意してくだ
さい。停止、削除、再作成する必要があります。

直接のインターネットアクセスを拒否するように SageMaker ノートブックインスタンスを設定す
るには

1. SageMaker コンソール (https://console.aws.amazon.com/sagemaker/) を開きます。
2. [Notebook instances] (ノートブックインスタンス) に移動します。
3. インターネットへの直接のアクセスが有効になっているインスタンスを削除します。インスタンスを

選択し、[Actions] (アクション)、[stop] (停止) の順に選択します。

インスタンスの停止後、[Actions] (アクション)、[delete] (削除) の順に選択します。
4. [Create notebook instance] (ノートブックインスタンスの作成) を選択します。設定の詳細を入力しま

す。
5. [Network] (ネットワーク) セクションを展開します。次に、VPC、サブネット、セキュリティグルー

プを選択します。[Direct internet access] (直接のインターネットアクセス) で、[Disable — Access the 
internet through a VPC] (無効化 - VPC 経由でインターネットにアクセスする) を選択します。

6. [Create notebook instance] (ノートブックインスタンスの作成) を選択します。

詳細については、「Amazon SageMaker 開発者ガイド」の「ノートブックインスタンスを VPC 内のリ
ソースに接続する」を参照してください。

[PCI.SSM.1] Systems Manager によって管理される EC2 インスタンスは、パッ
チのインストール後に、パッチコンプライアンスのステータスが COMPLIANT で
ある必要があります

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::SSM::PatchCompliance および AWS::EC2::Instance

AWS Config ルール: ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check

スケジュール: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし
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このコントロールは、インスタンスへのパッチインストール後、Amazon EC2 Systems Manager パッチコ
ンプライアンスのコンプライアンスステータスが、COMPLIANT と NON_COMPLIANT のどちらであるかを
チェックします。

AWS Systems Manager Patch Manager によって管理されているインスタンスのみがチェックされます。

PCI DSS 要件 6.2 で規定されている、30 日間の期限内にパッチが適用されたかどうかはチェックされませ
ん。

また、適用されたパッチがセキュリティパッチとして分類されていたかどうかも検証しません。

適切なベースライン設定を使用してパッチグループを作成し、対象のシステムが Systems Manager でこれ
らのパッチグループによって管理されていることを確認する必要があります。パッチグループの詳細につ
いては、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」を参照してください。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (大阪)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 6.2: すべてのシステムコンポーネントとソフトウェアに、ベンダーが提供する該当するセキュリ
ティパッチがインストールされ、既知の脆弱性から保護されていることを確認する。重要なセキュリティ
パッチは、公開から 1 か月以内にインストールする。

PCI DSS の対象となるシステムに対してベンダーがリリースしたパッチは、本稼働環境にインストー
ルする前にテストおよび検証される必要があります。デプロイ後は、デプロイされたパッチがカード
所有者データ環境 (CDE) のセキュリティに影響を与えないように、セキュリティ設定とコントロール
を検証する必要があります。

AWS Systems Manager Patch Manager で管理されている EC2 インスタンスを使用して CDE 内のマ
ネージドインスタンスにパッチを適用する場合、パッチが正常に適用されたことを確認します。その
ためには、Amazon EC2 Systems Manager パッチコンプライアンスのコンプライアンスステータスが
「COMPLIANT」であることをチェックします。Patch Manager は、オペレーティングシステムとア
プリケーションの両方に適用可能なパッチを適用できます。

これは、既知の脆弱性からシステムコンポーネントとソフトウェアを保護するために使用される方法
です。

修正

非準拠のパッチを修正するには

このルールは、Amazon EC2 Systems Manager パッチコンプライアンスのコンプライアンスステータスが 
COMPLIANT と NON_COMPLIANT のどちらであるかをチェックします。パッチコンプライアンスステー
タスの詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」を参照してください。

1. AWS Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/) を開きま
す。

2. ナビゲーションペインの [Node Management] (ノード管理) で、[Run Command] (コマンドを実行) を
選択します。
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3. [Run command] (コマンドの実行) を選択します。
4. AWS-RunPatchBaseline の横にあるラジオボタンを選択し、[Operation] (オペレーション) を

[Install] (インストール) に変更します。
5. [Choose instances manually] (インスタンスを手動で選択) を選択し、非準拠のインスタンスを選択し

ます。
6. 一番下までスクロールし、[Run] (実行) を選択します。
7. コマンドの完了後、パッチを適用したインスタンスの新しいコンプライアンスステータスをモニタリ

ングするには、ナビゲーションペインで [Compliance] (コンプライアンス) を選択します。

以下については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」を参照してください。

• Systems Manager ドキュメントを使用してマネージドインスタンスにパッチを適用する
• Systems Manager Run Command を使用してコマンドを実行

[PCI.SSM.2] Systems Manager によって管理されるインスタンスの関連付けコン
プライアンスのステータスは COMPLIANT である必要がある
重要度: 低

リソースタイプ : AWS::SSM::AssociationCompliance

AWS Config ルール : ec2-managedinstance-association-compliance-status-check

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、インスタンスで関連付けが実行された後、AWS Systems Manager 関連付けのコン
プライアンスのステータスが COMPLIANT または NON_COMPLIANT であるかどうかをチェックします。関
連付けのコンプライアンスステータスが COMPLIANT の場合、コントロールは成功します。

State Manager の関連付けは、マネージドインスタンスに割り当てられる設定です。この設定では、イン
スタンスで維持する状態を定義します。例えば、アンチウイルスソフトウェアをインスタンス上にイン
ストールして実行する必要があることや、特定のポートを閉じる必要があることを関連付けで指定できま
す。

State Manager の関連付けを 1 つまたは複数作成すると、コンソールで、または AWS CLI コマンドや対
応する Systems Manager API オペレーションへのレスポンスとして、コンプライアンスステータス情報を
すぐに表示できるようになります。関連付けに関して、[Configuration Compliance] (設定コンプライアン
ス) では [Compliant] (準拠) または [Non-compliant] (非準拠) のステータス、および [Critical] (非常事態) や
[Medium] (中) といった関連付けに割り当てられた重要度レベルが表示されます。State Manager 関連付け
のコンプライアンスの詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「State Manager 
関連付けのコンプライアンスについて」を参照してください。

対象範囲内の EC2 インスタンスを、Systems Manager 関連付けに対して設定する必要があります。ま
た、パッチベンダーのセキュリティ評価に関してパッチベースラインを設定し、自動承認日を PCI DSS 
3.2.1 の要件 6.2 を満たすように設定する必要があります。関連付けの作成方法に関する追加のガイダ
ンスについては、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「関連付けの作成」を参照してくださ
い。Systems Manager でのパッチ適用に関する追加情報については、「AWS Systems Manager ユーザー
ガイド」の「AWS Systems Manager Patch Manager」を参照してください。

Note

このコントロールは、次のリージョンではサポートされていません。

• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (大阪)
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• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 2.4: PCI DSS の対象範囲であるシステムコンポーネントのインベントリを維持する。

Systems Manager によって管理される EC2 インスタンスを使用して、カード所有者データ環境 
(CDE) のインベントリを収集する場合は、インスタンスが正常に関連付けられていることを確認して
ください。そのためには、Systems Manager 関連付けコンプライアンスのコンプライアンスステータ
スが COMPLIANT であるかどうかをチェックします。Systems Manager を使用すると、PCI DSS の対
象範囲であるシステムコンポーネントのインベントリを維持するのに役立ちます。インベントリの整
理方法に関する追加のガイダンスについては、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「イン
ベントリのリソースデータの同期の設定」を参照してください。

修正

失敗した関連付けは、ターゲットや SSM ドキュメント名など、さまざまなものに関連している可能性が
あります。この問題を修正するには、まず関連付けを特定して調査する必要があります。その後、関連付
けを更新して、特定の問題を修正できます。

関連付けを編集して、新しい名前やスケジュール、重要度レベル、ターゲットを指定できます。関連付け
を編集した後、Systems Manager で新しいバージョンが作成されます。

失敗した関連付けを調査して更新するには

1. AWS Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/) を開きま
す。

2. ナビゲーションペインで、[Node Management] (ノード管理) の [Fleet Manager] (フリートマネー
ジャー) を選択します。

3. [Association status] (関連付けのステータス) が [Failed] (失敗) のインスタンス ID を選択します。
4. [View details] (詳細を表示する) を選択します。
5. [Association] (関連付け) を選択します。
6. [Association status] (関連付けのステータス) が [Failed] (失敗) の関連付けの名前を書き留めておきま

す。これはユーザーが調査する必要のある関連付けです。関連付けの名前は、次のステップで使用す
る必要があります。

7. ナビゲーションペインで、[Node Management] (ノード管理) の [State Manager] (ステートマネー
ジャー) を選択します。関連付け名を検索し、関連付けを選択します。

問題を特定した後、失敗した関連付けを編集して問題を修正します。関連付けの編集方法の詳細につ
いては、「関連付けを編集する」を参照してください。

State Manager の関連付けの作成と編集の詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」
の「Systems Manager の関連付けの使用」を参照してください。

[PCI.SSM.3] EC2 インスタンスは AWS Systems Manager により管理される必要
がある
重要度: 中

リソースタイプ : AWS::EC2::Instance

AWS Config ルール : ec2-instance-managed-by-systems-manager
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スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、アカウント内の EC2 インスタンスが Systems Manager によって管理されているか
どうかを確認します。

AWS Systems Manager は、AWS インフラストラクチャを表示および管理するために使用できる AWS 
サービスです。セキュリティとコンプライアンスを維持するために、Systems Manager はマネージドイ
ンスタンスをスキャンします。マネージドインスタンスとは、Systems Manager で使用するために設定
されたマシンです。Systems Manager が検出したポリシー違反について報告または是正処置を講じま
す。Systems Manager は、マネージドインスタンスの設定と維持管理にも役立ちます。マネージド EC2 
インスタンスにパッチをデプロイするには、Systems Manager で追加の設定が必要です。

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」を参照してください。

Note

このコントロールは、中東 (UAE) ではサポートされていません。

関連する PCI DSS 要件

このコントロールは、次の PCI DSS 要件に関連しています。

PCI DSS 2.4: PCI DSS の対象範囲であるシステムコンポーネントのインベントリを維持する。

Systems Manager によって管理される EC2 インスタンスを使用して、カード所有者データ環境 
(CDE) のインベントリを収集する場合は、インスタンスが Systems Manager によって管理されてい
ることを確認してください。Systems Manager を使用すると、PCI DSS の対象範囲であるシステムコ
ンポーネントのインベントリを維持するのに役立ちます。インベントリの整理方法に関する追加のガ
イダンスについては、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「インベントリのリソースデー
タの同期の設定」を参照してください。

PCI DSS 6.2: すべてのシステムコンポーネントとソフトウェアに、ベンダーが提供する該当するセキュリ
ティパッチがインストールされ、既知の脆弱性から保護されていることを確認する。重要なセキュリティ
パッチは、公開から 1 か月以内にインストールする。

PCI DSS の対象範囲となるシステムに関して、ベンダーのパッチは、本稼働環境にインストールする
前にテストおよび検証される必要があります。パッチをデプロイした後、セキュリティ設定とコント
ロールを検証して、デプロイされたパッチが CDE のセキュリティに影響を与えないことを確認しま
す。Systems Manager によって管理される EC2 インスタンスを使用して CDE 内のマネージドインス
タンスにパッチを適用する場合は、インスタンスが Systems Manager で管理されていることを確認し
てください。Systems Manager は、既知の脆弱性からシステムコンポーネントとソフトウェアを保護
するのに役立つシステムパッチをデプロイします。

修正

Systems Manager クイックセットアップを使用して、EC2 インスタンスを管理するように Systems 
Manager を設定できます。

インスタンスが Systems Manager の関連付けをサポートできるかどうかを確認するには、「AWS 
Systems Manager ユーザーガイド」の「Systems Manager の前提条件」を参照してください。

EC2 インスタンスが Systems Manager によって管理されていることを確認するには

1. AWS Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/) を開きま
す。

2. ナビゲーションペインで、[Quick setup] (クイックセットアップ) を選択します。
3. 設定画面で、デフォルトのオプションをそのまま使用します。
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4. [Set up Systems Manager] (Systems Manager の設定) を選択します。

無効にする PCI DSS コントロール
AWS Config のコストを節約するために、1 つのリージョンを除くすべてのグローバルリソースの記録を無
効にすることができます。これを行うと、Security Hub は引き続きコントロールが有効になっているすべ
てのリージョンでセキュリティチェックを実行し、リージョンごとにアカウントごとのチェック数に基づ
いて料金を請求します。したがって、Security Hub のコストを節約するには、グローバルリソースを記録
するリージョン以外のすべてのリージョンで、グローバルリソースを処理するコントロールを無効にしま
す。

• the section called “[PCI.CW.1]「ルート」ユーザーの使用に対するログメトリクスフィルターとアラーム
が存在する必要があります。” (p. 665)

• the section called “[PCI.IAM.1] IAM ルートユーザーのアクセスキーが存在していてはならな
い” (p. 680)

• the section called “[PCI.IAM.2] IAM ユーザーには IAM ポリシーを添付してはならない” (p. 681)
• the section called “[PCI.IAM.3] IAM ポリシーで、完全な「*」管理者権限を許可してはならな

い” (p. 682)
• the section called “[PCI.IAM.4] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があ

る” (p. 683)
• the section called “[PCI.IAM.5] ルートユーザーに対して仮想 MFA を有効にする必要がある” (p. 684)
• the section called “[PCI.IAM.6] すべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要がある” (p. 685)

これらのコントロールを無効にし、特定のリージョンにおけるグローバルリソースの記録を無効にする場
合は、「[PCI.Config.1] AWS Config を有効にする必要がある (p. 663)」も無効にする必要があります。
これは、「[PCI.Config.1] AWS Config を有効にする必要がある (p. 663)」のチェックを成功させるため
には、グローバルリソースを記録する必要があるためです。

サービスマネージドスタンダード
サービスマネージドスタンダードとは、別の AWS のサービス が管理するセキュリティ標準です。たとえ
ば、サービスマネージドスタンダード: AWS Control Tower (p. 716) は、AWS Control Tower が管理する
サービスマネージドスタンダードです。サービスマネージドスタンダードは、AWS Security Hub が管理す
るセキュリティ標準とは次の点で異なります。

• 標準の作成と削除 — 管理サービスのコンソールまたは API、または AWS CLI を使用して、サービスマ
ネージドスタンダードを作成および削除します。いずれかの方法で管理サービスで標準を作成するまで
は、その標準は Security Hub コンソールに表示されず、Security Hub API または AWS CLI からもアク
セスできません。

• コントロールの自動有効化なし – サービスマネージドスタンダードを作成したとき、Security Hub お
よび管理サービスは、標準に適用されるコントロールの自動有効化を行いません。また、Security Hub 
が標準で新しいコントロールをリリースするとき、それが自動有効化されることもありません。これは 
Security Hub が管理する標準からの逸脱です。Security Hub でコントロールを設定する通常の方法の詳
細については、「コントロールの表示と管理 (p. 353)」を参照してください。

• コントロールの可用性 – 管理サービスは、サービスマネージドスタンダードの一部として使用できるコ
ントロールを選択します。使用可能なコントロールには、既存の Security Hub コントロールのすべて、
またはサブセットを含めることができます。

管理サービスがサービスマネージドスタンダードを作成し、そのコントロールを使用できるようになった
後は、Security Hub コンソール、Security Hub API、または AWS CLI で、標準のセキュリティスコア、コ
ントロールの検出結果、コントロールステータスを表示できます。Security Hub のサービスマネージドス
タンダードで、コントロールを個別に有効または無効にすることもできます。この情報および機能の一部
または全部は、管理サービスを通して使用することもできます。
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サービスマネージドスタンダード: AWS Control Tower
サービスマネージドスタンダード: AWS Control Tower とは
AWS Control Tower を使用してこの標準を作成すると、AWS Control Tower コンソールで Security Hub の
発見的コントロールと一緒に、AWS Control Tower の予防コントロールを設定できます。

予防コントロールは、ポリシー違反や設定ミスの原因となる可能性のあるアクションにフラグを立てるこ
とから、AWS アカウント がコンプライアンスを維持するのに役立ちます。Security Hub が提供するよう
な発見的コントロールは、AWS アカウント 内のリソースのコンプライアンス違反 (設定ミスなど) を検出
します。AWS 環境の予防コントロールと発見的コントロールを有効にすることで、開発のさまざまな段階
でセキュリティ体制を強化できます。

Tip

サービスマネージドスタンダードは、AWS Security Hub が管理する標準とは異なります。例え
ば、サービスマネージドスタンダードの作成および削除は、管理サービスで行う必要がありま
す。ただし、標準のコントロールの設定は、管理サービスと Security Hub の両方で行うことがで
きます。サービスマネージドスタンダードの詳細については、「サービスマネージドスタンダー
ド (p. 715)」を参照してください。

Security Hub のコンソールおよび API では、サービスマネージドスタンダード: AWS Control Tower を他
の Security Hub 標準と一緒に表示できます。

標準の作成
この標準は、AWS Control Tower コンソールで標準を作成した AWS Control Tower のお客様のみ利用可能
です。AWS Control Tower コンソールで最初の Security Hub コントロールを有効にすると、AWS Control 
Tower は標準を作成します。このとき、Security Hub がまだ有効化されていない場合、AWS Control 
Tower は Security Hub も有効にします。

AWS Control Tower を設定していない場合、Security Hub コンソール、Security Hub API、または AWS 
CLI でこの標準を表示またはアクセスすることはできません。AWS Control Tower を設定している場合で
も、まず AWS Control Tower コンソールで標準を作成しないと、Security Hub コンソール、Security Hub 
API、または AWS CLI でこの標準にアクセスすることはできません。

この標準は AWS GovCloud (US) など、「AWS Control Tower が利用可能な AWS リージョン」でのみ利
用できます。

標準のコントロールの有効化と無効化
AWS Control Tower コンソールで標準を作成した後は、両方のサービスで標準とその利用可能なコント
ロールを表示することができます。

最初に標準を作成すると、これに自動的に有効化されたコントロールはありません。また、Security Hub 
が新しいコントロールを追加するとき、それがサービスマネージドスタンダード: AWS Control Tower に
対して自動的に有効化されていることはありません。AWS Control Tower コンソールで標準のコントロー
ルを有効または無効にする必要があります。AWS Control Tower でコントロールの有効化ステータスを変
更すると、その変更は Security Hub にも反映されます。ただし、Security Hub で行った有効化および無効
化アクションは AWS Control Tower に反映されません。

AWS Control Tower でコントロールを有効または無効にすると、アクションはアカウントとリージョン
全体に適用されます。Security Hub でコントロールを有効または無効にした場合 (標準では推奨されませ
ん)、アクションは現在のアカウントとリージョンにのみ適用されます。

コントロールステータスを表示する
コントロールステータスは、Security Hub コンソール、Security Hub API、および AWS CLI のみで表示で
きます。Security Hub は、ワークフローおよび統制結果のコンプライアンス状況に基づき、コントロール
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ステータスを計算します。コントロールステータスの詳細については、結果からのコントロールの全体的
なステータスの特定 (p. 345) を参照してください。

AWS Control Tower で無効にしたコントロールは、Security Hub でそのコントロールを明示的に有効にし
ない限り、Security Hub でのコントロールステータスは Disabled になります。

Security Hub は、コントロールステータスに基づきサービスマネージドスタンダード: AWS Control Tower 
のセキュリティスコア (p. 346)を計算します。このスコアは Security Hub のみで確認できます。ま
た、Security Hub で表示できるのは統制結果 (p. 338)のみです。コントロールステータス、標準セキュリ
ティスコア、統制結果は AWS Control Tower では使用できません。

Note

サービスマネージドスタンダード: AWS Control Tower のコントロールを有効にすると、Security 
Hub が既存の AWS Config サービスリンクルールを使用するコントロールの検出結果を生成する
までに最大 18 時間かかる場合があります。Security Hub で他の標準やコントロールを有効にし
ている場合、既存のサービスリンクルールが存在する可能性があります。詳細については、「セ
キュリティチェックの実行スケジュール (p. 338)」を参照してください。

標準を削除する

標準のすべてのコントロールを無効にすることで、この標準を AWS Control Tower コンソールで削除でき
ます。これにより、AWS Control Tower のすべてのマネージドアカウントと管理対象リージョンの標準が
削除されます。AWS Control Tower で標準を削除すると、Security Hub コンソールの [Standards] (標準) 
ページからその標準が削除され、Security Hub API または AWS CLI からその標準にアクセスできなくなり
ます。

Note

Security Hub で標準のすべてのコントロールを無効にしても、標準が無効化または削除されるこ
とはありません。

Security Hub サービスを無効にすると、サービスマネージドスタンダード:AWS Control Tower をはじめ、
有効にしたすべての標準が削除されます。

サービスマネージドスタンダード: AWS Control Tower のフィールド書式を検索
する

サービスマネージドスタンダード: AWS Control Tower を作成してそのコントロールを有効にする
と、Security Hub で統制結果を受信するようになります。Security Hub は、AWS Security Finding 形
式 (p. 83) で統制結果をレポートします。これらは、この標準の Amazon リソースネーム (ARN) および
GeneratorId の ASFF 値です。

• 標準 ARN — arn:aws:us-east-1:securityhub:::standards/service-managed-aws-
control-tower/v/1.0.0

• GeneratorId – service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/CodeBuild.1

サービスマネージドスタンダード: AWS Control Tower のサンプル結果:

{ 
  "SchemaVersion": "2018-10-08", 
  "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/service-managed-aws-
control-tower/v/1.0.0/CodeBuild.1/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub", 
  "ProductName": "Security Hub", 
  "CompanyName": "AWS", 
  "Region": "us-east-1", 
  "GeneratorId": "service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/CodeBuild.1", 
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  "AwsAccountId": "123456789012", 
  "Types": [ 
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards" 
  ], 
  "FirstObservedAt": "2022-11-17T01:25:30.296Z", 
  "LastObservedAt": "2022-11-17T01:25:45.805Z", 
  "CreatedAt": "2022-11-17T01:25:30.296Z", 
  "UpdatedAt": "2022-11-17T01:25:30.296Z", 
  "Severity": { 
    "Product": 0, 
    "Label": "INFORMATIONAL", 
    "Normalized": 0, 
    "Original": "INFORMATIONAL" 
  }, 
  "Title": "CT.CodeBuild.1 CodeBuild GitHub or Bitbucket source repository URLs should use 
 OAuth", 
  "Description": "This AWS control checks whether the GitHub or Bitbucket source repository 
 URL contains either personal access tokens or user name and password.", 
  "Remediation": { 
    "Recommendation": { 
      "Text": "For information on how to correct this issue, consult the AWS Security Hub 
 controls documentation.", 
      "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CodeBuild.1/remediation" 
    } 
  }, 
  "ProductFields": { 
    "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:::standards/service-managed-aws-control-tower/
v/1.0.0", 
    "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0", 
    "ControlId": "CT.CodeBuild.1", 
    "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CodeBuild.1/
remediation", 
    "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-codebuild-project-source-repo-url-
check-3e1a9c7d", 
    "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule", 
    "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:control/service-
managed-aws-control-tower/v/1.0.0/CodeBuild.1", 
    "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub", 
    "aws/securityhub/CompanyName": "AWS", 
    "aws/securityhub/annotation": "AWS Config evaluated your resources against the rule. 
 The rule did not apply to the AWS resources in its scope, the specified resources were 
 deleted, or the evaluation results were deleted.", 
    "Resources:0/Id": "arn:aws:iam::123456789012:root", 
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub/
arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/service-managed-aws-control-tower/
v/1.0.0/CodeBuild.1/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" 
  }, 
  "Resources": [ 
    { 
      "Type": "AwsAccount", 
      "Id": "AWS::::Account:123456789012", 
      "Partition": "aws", 
      "Region": "us-east-1" 
    } 
  ], 
  "Compliance": { 
    "Status": "PASSED", 
    "StatusReasons": [ 
      { 
        "ReasonCode": "CONFIG_EVALUATIONS_EMPTY", 
        "Description": "AWS Config evaluated your resources against the rule. The rule did 
 not apply to the AWS resources in its scope, the specified resources were deleted, or the 
 evaluation results were deleted." 
      } 
    ] 
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  }, 
  "WorkflowState": "NEW", 
  "Workflow": { 
    "Status": "RESOLVED" 
  }, 
  "RecordState": "ACTIVE", 
  "FindingProviderFields": { 
    "Severity": { 
      "Label": "INFORMATIONAL", 
      "Original": "INFORMATIONAL" 
    }, 
    "Types": [ 
      "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards" 
    ] 
  }
}

サービスマネージドスタンダード: AWS Control Tower 必要なリソース

サービスマネージドスタンダードの一部であるコントロール: AWS Control Tower には、以下のリソース
に対するクエリが含まれます。スケジュールタイプが変更トリガーであるすべてのコントロールについ
て、Security Hub が正確に結果をレポートするためには、AWS Config で、これらのリソースの記録を有
効にする必要があります。定期的スケジュールタイプのコントロールのリソースを記録する必要はあり
ません。次のセクションのリストからコントロールを選択すると、そのスケジュールの種類やその他の詳
細が表示されます。AWS Config が Security Hub とどのように連携するかの詳細については、「Security 
Hub がセキュリティチェックを実行するために AWS Config ルールを使用する方法 (p. 337)」を参照し
てください。

• AWS::::Account
• AWS::ACM::Certificate
• AWS::ApiGateway::Stage
• AWS::ApiGatewayV2::Stage
• AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
• AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration
• AWS::CloudTrail::Trail
• AWS::CodeBuild::Project
• AWS::DMS::ReplicationInstance
• AWS::DynamoDB::Table
• AWS::EC2::Instance
• AWS::EC2::NetworkAcl
• AWS::EC2::SecurityGroup
• AWS::EC2::Subnet
• AWS::EC2::VPC
• AWS::EC2::VPNConnection
• AWS::EC2::Volume
• AWS::ECR::Repository
• AWS::ECS::Cluster
• AWS::ECS::Service
• AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS::EFS::AccessPoint
• AWS::EFS::FileSystem
• AWS::EKS::Cluster
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• AWS::EMR::Cluster
• AWS::ElasticBeanstalk::Environment
• AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
• AWS::Elasticsearch::Domain
• AWS::IAM::Group
• AWS::IAM::Policy
• AWS::IAM::Role
• AWS::IAM::User
• AWS::KMS::Key
• AWS::Kinesis::Stream
• AWS::Lambda::Function
• AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
• AWS::NetworkFirewall::RuleGroup
• AWS::OpenSearch::Domain
• AWS::RDS::DBClusterSnapshot
• AWS::RDS::DBInstance
• AWS::RDS::DBSnapshot
• AWS::RDS::EventSubscription
• AWS::Redshift::Cluster
• AWS::S3::Account
• AWS::S3::Bucket
• AWS::SNS::Topic
• AWS::SQS::Queue
• AWS::SSM::AssociationCompliance
• AWS::SSM::Document
• AWS::SSM::PatchCompliance
• AWS::SageMaker::NotebookInstance
• AWS::SecretsManager::Secret
• AWS::WAFRegional::Rule
• AWS::WAFRegional::RuleGroup
• AWS::WAFRegional::WebACL

サービスマネージドスタンダード: AWS Control Tower のコントロール

サービスマネージドスタンダード: AWS Control Tower は、AWS の基本的なセキュリティのベストプラク
ティス (FSBP) 標準の一部であるコントロールのサブセットをサポートします。次の表からコントロール
を選択すると、失敗した結果の修正手順など、そのコントロールに関する情報が表示されます。

サービスマネージドスタンダード: AWS Control Tower では、AWS Control Tower コンソールのコント
ロール ID は [SH.ControlID] の形式になります。Security Hub コンソール、Security Hub API、AWS CLI の
コントロール ID は、[CT.ControlID] の形式になります。例えば、「CodeBuild.1」は AWS Control Tower 
コンソールでは「SH.CodeBuild.1」、Security Hub では「CT.CodeBuild.1」になります。特定のコント
ロールに対するリージョンの制限は、FSBP 標準のコロラリーコントロールに対するリージョンの制限と
一致します。

以下は、AWS GovCloud (US) Region を除くすべてのリージョンのサービスマネージドスタンダード: 
AWS Control Tower で利用できるコントロールの一覧です。
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Security Hub コントロール ID AWS Control Tower コントロール ID

CT.ACM.1 (p. 366) SH.ACM.1

CT.APIGateway.1 (p. 367) SH.APIGateway.1

CT.APIGateway.2 (p. 367) SH.APIGateway.2

CT.APIGateway.3 (p. 368) SH.APIGateway.3

CT.APIGateway.4 (p. 369) SH.APIGateway.4

CT.APIGateway.5 (p. 370) SH.APIGateway.5

CT.AutoScaling.1 (p. 372) SH.AutoScaling.1

CT.AutoScaling.2 (p. 373) SH.AutoScaling.2

CT.AutoScaling.3 (p. 373) SH.AutoScaling.3

CT.AutoScaling.4 (p. 374) SH.AutoScaling.4

CT.Autoscaling.5 (p. 375) SH.Autoscaling.5

CT.AutoScaling.6 (p. 376) SH.AutoScaling.6

CT.AutoScaling.9 (p. 377) SH.AutoScaling.9

CT.CloudTrail.1 (p. 385) SH.CloudTrail.1

CT.CloudTrail.2 (p. 386) SH.CloudTrail.2

CT.CloudTrail.4 (p. 387) SH.CloudTrail.4

CT.CloudTrail.5 (p. 388) SH.CloudTrail.5

CT.CodeBuild.1 (p. 390) SH.CodeBuild.1

CT.CodeBuild.2 (p. 391) SH.CodeBuild.2

CT.CodeBuild.4 (p. 393) SH.CodeBuild.4

CT.CodeBuild.5 (p. 393) SH.CodeBuild.5

CT.DMS.1 (p. 395) SH.DMS.1

CT.DynamoDB.1 (p. 396) SH.DynamoDB.1

CT.DynamoDB.2 (p. 397) SH.DynamoDB.2

CT.EC2.1 (p. 398) SH.EC2.1

CT.EC2.2 (p. 399) SH.EC2.2

CT.EC2.3 (p. 400) SH.EC2.3

CT.EC2.4 (p. 401) SH.EC2.4

CT.EC2.6 (p. 402) SH.EC2.6

CT.EC2.7 (p. 403) SH.EC2.7

CT.EC2.8 (p. 404) SH.EC2.8
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Security Hub コントロール ID AWS Control Tower コントロール ID

CT.EC2.9 (p. 405) SH.EC2.9

CT.EC2.10 (p. 407) SH.EC2.10

CT.EC2.15 (p. 408) SH.EC2.15

CT.EC2.16 (p. 409) SH.EC2.16

CT.EC2.17 (p. 410) SH.EC2.17

CT.EC2.18 (p. 411) SH.EC2.18

CT.EC2.19 (p. 412) SH.EC2.19

CT.EC2.20 (p. 413) SH.EC2.20

CT.EC2.21 (p. 414) SH.EC2.21

CT.EC2.22 (p. 414) SH.EC2.22

CT.ECR.1 (p. 417) SH.ECR.1

CT.ECR.2 (p. 418) SH.ECR.2

CT.ECR.3 (p. 419) SH.ECR.3

CT.ECS.1 (p. 420) SH.ECS.1

CT.ECS.2 (p. 420) SH.ECS.2

CT.ECS.3 (p. 421) SH.ECS.3

CT.ECS.4 (p. 422) SH.ECS.4

CT.ECS.5 (p. 422) SH.ECS.5

CT.ECS.8 (p. 423) SH.ECS.8

CT.ECS.10 (p. 424) SH.ECS.10

CT.ECS.12 (p. 425) SH.ECS.12

CT.EFS.1 (p. 426) SH.EFS.1

CT.EFS.2 (p. 427) SH.EFS.2

CT.EFS.3 (p. 427) SH.EFS.3

CT.EFS.4 (p. 428) SH.EFS.4

CT.EKS.2 (p. 429) SH.EKS.2

CT.ELB.2 (p. 431) SH.ELB.2

CT.ELB.3 (p. 432) SH.ELB.3

CT.ELB.4 (p. 433) SH.ELB.4

CT.ELB.5 (p. 434) SH.ELB.5

CT.ELB.6 (p. 435) SH.ELB.6

722



AWS Security Hub ユーザーガイド
サービスマネージドスタンダード

Security Hub コントロール ID AWS Control Tower コントロール ID

CT.ELB.7 (p. 435) SH.ELB.7

CT.ELB.8 (p. 436) SH.ELB.8

CT.ELB.9 (p. 437) SH.ELB.9

CT.ELB.10 (p. 437) SH.ELB.10

CT.ELB.12 (p. 438) SH.ELB.12

CT.ELB.13 (p. 439) SH.ELB.13

CT.ELB.14 (p. 440) SH.ELB.14

CT.ELBv2.1 (p. 440) SH.ELBv2.1

CT.EMR.1 (p. 441) SH.EMR.1

CT. ES.1 (p. 442) SH.ES.1

CT.ES.2 (p. 443) SH.ES.2

CT.ES.3 (p. 444) SH.ES.3

CT.ES.4 (p. 444) SH.ES.4

CT.ES.5 (p. 445) SH.ES.5

CT.ES.6 (p. 446) SH.ES.6

CT.ES.7 (p. 446) SH.ES.7

CT.ES.8 (p. 447) SH.ES.8

CT.ElasticBeanstalk.1 (p. 430) SH.ElasticBeanstalk.1

CT.ElasticBeanstalk.2 (p. 431) SH.ElasticBeanstalk.2

CT.GuardDuty.1 (p. 448) SH.GuardDuty.1

CT.IAM.1 (p. 448) SH.IAM.1

CT.IAM.2 (p. 449) SH.IAM.2

CT.IAM.3 (p. 450) SH.IAM.3

CT.IAM.4 (p. 452) SH.IAM.4

CT.IAM.5 (p. 452) SH.IAM.5

CT.IAM.6 (p. 453) SH.IAM.6

CT.IAM.7 (p. 454) SH.IAM.7

CT.IAM.8 (p. 455) SH.IAM.8

CT.IAM.21 (p. 456) SH.IAM.21

CT.Kinesis.1 (p. 457) SH.Kinesis.1

CT.KMS.1 (p. 458) SH.KMS.1
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Security Hub コントロール ID AWS Control Tower コントロール ID

CT.KMS.2 (p. 459) SH.KMS.2

CT.KMS.3 (p. 460) SH.KMS.3

CT.Lambda.1 (p. 461) SH.Lambda.1

CT.Lambda.2 (p. 463) SH.Lambda.2

CT.Lambda.5 (p. 463) SH.Lambda.5

CT.NetworkFirewall.3 (p. 464) SH.NetworkFirewall.3

CT.NetworkFirewall.4 (p. 465) SH.NetworkFirewall.4

CT.NetworkFirewall.5 (p. 466) SH.NetworkFirewall.5

CT.NetworkFirewall.6 (p. 467) SH.NetworkFirewall.6

CT.OpenSearch.1 (p. 468) SH.OpenSearch.1

CT.OpenSearch.2 (p. 468) SH.OpenSearch.2

CT.OpenSearch.3 (p. 469) SH.OpenSearch.3

CT.OpenSearch.4 (p. 470) SH.OpenSearch.4

CT.OpenSearch.5 (p. 470) SH.OpenSearch.5

CT.OpenSearch.6 (p. 471) SH.OpenSearch.6

CT.OpenSearch.7 (p. 472) SH.OpenSearch.7

CT.OpenSearch.8 (p. 472) SH.OpenSearch.8

CT.RDS.1 (p. 473) SH.RDS.1

CT.RDS.2 (p. 474) SH.RDS.2

CT.RDS.3 (p. 475) SH.RDS.3

CT.RDS.4 (p. 476) SH.RDS.4

CT.RDS.5 (p. 477) SH.RDS.5

CT.RDS.6 (p. 478) SH.RDS.6

CT.RDS.8 (p. 479) SH.RDS.8

CT.RDS.9 (p. 480) SH.RDS.9

CT.RDS.10 (p. 483) SH.RDS.10

CT.RDS.11 (p. 484) SH.RDS.11

CT.RDS.13 (p. 486) SH.RDS.13

CT.RDS.17 (p. 490) SH.RDS.17

CT.RDS.18 (p. 490) SH.RDS.18

CT.RDS.19 (p. 491) SH.RDS.19
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Security Hub コントロール ID AWS Control Tower コントロール ID

CT.RDS.20 (p. 492) SH.RDS.20

CT.RDS.21 (p. 493) SH.RDS.21

CT.RDS.22 (p. 494) SH.RDS.22

CT.RDS.23 (p. 495) SH.RDS.23

CT.RDS.25 (p. 496) SH.RDS.25

CT.Redshift.1 (p. 496) SH.Redshift.1

CT.Redshift.2 (p. 497) SH.Redshift.2

CT.Redshift.4 (p. 499) SH.Redshift.4

CT.Redshift.6 (p. 500) SH.Redshift.6

CT.Redshift.7 (p. 500) SH.Redshift.7

CT.Redshift.8 (p. 501) SH.Redshift.8

CT.Redshift.9 (p. 501) SH.Redshift.9

CT.S3.1 (p. 502) SH.S3.1

CT.S3.2 (p. 503) SH.S3.2

CT.S3.3 (p. 504) SH.S3.3

CT.S3.4 (p. 505) SH.S3.4

CT.S3.5 (p. 506) SH.S3.5

CT.S3.6 (p. 507) SH.S3.6

CT.S3.8 (p. 508) SH.S3.8

CT.S3.9 (p. 509) SH.S3.9

CT.S3.10 (p. 510) SH.S3.10

CT.S3.11 (p. 510) SH.S3.11

CT.S3.12 (p. 511) SH.S3.12

CT.S3.13 (p. 512) SH.S3.13

CT.SageMaker.1 (p. 513) SH.SageMaker.1

CT.SecretsManager.1 (p. 515) SH.SecretsManager.1

CT.SecretsManager.2 (p. 516) SH.SecretsManager.2

CT.SecretsManager.3 (p. 517) SH.SecretsManager.3

CT.SecretsManager.4 (p. 518) SH.SecretsManager.4

CT.SNS.1 (p. 520) SH.SNS.1

CT.SNS.2 (p. 520) SH.SNS.2
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Security Hub コントロール ID AWS Control Tower コントロール ID

CT.SQS.1 (p. 521) SH.SQS.1

CT.SSM.1 (p. 522) SH.SSM.1

CT.SSM.2 (p. 523) SH.SSM.2

CT.SSM.3 (p. 524) SH.SSM.3

CT.SSM.4 (p. 525) SH.SSM.4

CT.WAF.2 (p. 527) SH.WAF.2

CT.WAF.3 (p. 528) SH.WAF.3

CT.WAF.4 (p. 529) SH.WAF.4

以下は、AWS GovCloud (US) Region のサービスマネージドスタンダード: AWS Control Tower で利用で
きるコントロールの一覧です。

Security Hub コントロール ID AWS Control Tower コントロール ID

CT.ACM.1 (p. 366) SH.ACM.1

CT.APIGateway.1 (p. 367) SH.APIGateway.1

CT.APIGateway.5 (p. 370) SH.APIGateway.5

CT.AutoScaling.1 (p. 372) SH.AutoScaling.1

CT.CloudTrail.1 (p. 385) SH.CloudTrail.1

CT.CloudTrail.2 (p. 386) SH.CloudTrail.2

CT.CloudTrail.4 (p. 387) SH.CloudTrail.4

CT.CloudTrail.5 (p. 388) SH.CloudTrail.5

CT.DMS.1 (p. 395) SH.DMS.1

CT.DynamoDB.2 (p. 397) SH.DynamoDB.2

CT.EC2.1 (p. 398) SH.EC2.1

CT.EC2.2 (p. 399) SH.EC2.2

CT.EC2.3 (p. 400) SH.EC2.3

CT.EC2.4 (p. 401) SH.EC2.4

CT.EC2.6 (p. 402) SH.EC2.6

CT.EC2.7 (p. 403) SH.EC2.7

CT.EC2.8 (p. 404) SH.EC2.8

CT.EC2.9 (p. 405) SH.EC2.9

CT.EC2.10 (p. 407) SH.EC2.10
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Security Hub コントロール ID AWS Control Tower コントロール ID

CT.EC2.18 (p. 411) SH.EC2.18

CT.EC2.19 (p. 412) SH.EC2.19

CT.EC2.20 (p. 413) SH.EC2.20

CT.ECS.2 (p. 420) SH.ECS.2

CT.EFS.1 (p. 426) SH.EFS.1

CT.ELB.3 (p. 432) SH.ELB.3

CT.ELB.4 (p. 433) SH.ELB.4

CT.ELB.5 (p. 434) SH.ELB.5

CT.ELB.6 (p. 435) SH.ELB.6

CT.ELBv2.1 (p. 440) SH.ELBv2.1

CT.ELB.7 (p. 435) SH.ELB.7

CT.ELB.9 (p. 437) SH.ELB.9

CT.EMR.1 (p. 441) SH.EMR.1

CT. ES.1 (p. 442) SH.ES.1

CT.ES.2 (p. 443) SH.ES.2

CT.ES.3 (p. 444) SH.ES.3

CT.ES.5 (p. 445) SH.ES.5

CT.ES.6 (p. 446) SH.ES.6

CT.ES.7 (p. 446) SH.ES.7

CT.ES.8 (p. 447) SH.ES.8

CT.IAM.1 (p. 448) SH.IAM.1

CT.IAM.2 (p. 449) SH.IAM.2

CT.IAM.3 (p. 450) SH.IAM.3

CT.IAM.4 (p. 452) SH.IAM.4

CT.IAM.5 (p. 452) SH.IAM.5

CT.IAM.7 (p. 454) SH.IAM.7

CT.IAM.8 (p. 455) SH.IAM.8

CT.KMS.1 (p. 458) SH.KMS.1

CT.KMS.2 (p. 459) SH.KMS.2

CT.KMS.3 (p. 460) SH.KMS.3

CT.Lambda.1 (p. 461) SH.Lambda.1
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Security Hub コントロール ID AWS Control Tower コントロール ID

CT.Lambda.2 (p. 463) SH.Lambda.2

CT.RDS.1 (p. 473) SH.RDS.1

CT.RDS.2 (p. 474) SH.RDS.2

CT.RDS.3 (p. 475) SH.RDS.3

CT.RDS.4 (p. 476) SH.RDS.4

CT.RDS.5 (p. 477) SH.RDS.5

CT.RDS.6 (p. 478) SH.RDS.6

CT.RDS.7 (p. 478) SH.RDS.7

CT.RDS.8 (p. 479) SH.RDS.8

CT.RDS.9 (p. 480) SH.RDS.9

CT.RDS.10 (p. 483) SH.RDS.10

CT.RDS.11 (p. 484) SH.RDS.11

CT.RDS.16 (p. 489) SH.RDS.16

CT.RDS.17 (p. 490) SH.RDS.17

CT.RDS.18 (p. 490) SH.RDS.18

CT.RDS.19 (p. 491) SH.RDS.19

CT.RDS.20 (p. 492) SH.RDS.20

CT.RDS.21 (p. 493) SH.RDS.21

CT.RDS.22 (p. 494) SH.RDS.22

CT.RDS.23 (p. 495) SH.RDS.23

CT.Redshift.1 (p. 496) SH.Redshift.1

CT.Redshift.2 (p. 497) SH.Redshift.2

CT.Redshift.3 (p. 498) SH.Redshift.3

CT.Redshift.4 (p. 499) SH.Redshift.4

CT.Redshift.6 (p. 500) SH.Redshift.6

CT.S3.2 (p. 503) SH.S3.2

CT.S3.3 (p. 504) SH.S3.3

CT.S3.4 (p. 505) SH.S3.4

CT.S3.5 (p. 506) SH.S3.5

CT.S3.6 (p. 507) SH.S3.6

CT.S3.9 (p. 509) SH.S3.9
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Security Hub コントロール ID AWS Control Tower コントロール ID

CT.SNS.1 (p. 520) SH.SNS.1

CT.SQS.1 (p. 521) SH.SQS.1

CT.SSM.1 (p. 522) SH.SSM.1

CT.SSM.2 (p. 523) SH.SSM.2

CT.SSM.3 (p. 524) SH.SSM.3

CT.SecretsManager.1 (p. 515) SH.SecretsManager.1

CT.SecretsManager.2 (p. 516) SH.SecretsManager.2

この標準の詳細については、「AWS Control Tower ユーザーガイド」の「Security Hub controls」(Security 
Hub コントロール) を参照してください。
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AWS CloudTrail を使用した AWS 
Security Hub API コールのログ記録

AWS Security Hub は AWS CloudTrail と統合します。これは、Security Hub のユーザー、ロール、また
は AWS サービスによって実行されたアクションを記録するサービスです。CloudTrail は、Security Hub 
の API コールをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされたコールには、Security Hub コンソー
ルからのコールと、Security Hub API オペレーションへのコードコールが含まれます。追跡を作成する
と、Security Hub のイベントなどを含んだ Amazon S3 バケットへの CloudTrail イベントの継続的な送信
を有効にすることができます。追跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソールの [Event history] (イベ
ント履歴) で最新のイベントを表示できます。CloudTrail で収集された情報を使用して、Security Hub に対
して実行されたリクエストや、そのリクエストが発信された IP アドレス、リクエストの実行者、リクエス
トの実行日時、およびその他の詳細情報を特定できます。

設定や有効化の方法など、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 Security Hub 情報
CloudTrail は、アカウントを作成すると AWS アカウントで有効になります。サポートされているイベン
トアクティビティが Security Hub で発生すると、そのアクティビティは [Event history] (イベント履歴) の
他の AWS サービスのイベントと共に、CloudTrail イベントに記録されます。最近のイベントは、アカウ
ントで表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、「CloudTrail イベント履歴でのイベントの
表示」を参照してください。

Security Hub のイベントなど、アカウントのイベントを継続的に記録する場合は、追跡を作成します。追
跡を有効にすることで、CloudTrail でログファイルを Amazon S3 バケットに送信できるようになります。
デフォルトでは、コンソールで追跡を作成すると、すべての AWS リージョンに追跡が適用されます。追
跡は、AWS パーティションのすべてのリージョン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送信します。さらに、CloudTrail ログで収集したイベントデータをより詳細に分
析し、それに基づく対応をするために他の AWS のサービスを設定できます。詳細については、以下を参
照してください。

• 「追跡を作成するための概要」
• 「CloudTrail がサポートされているサービスと統合」
• 「CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定」
• 「複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取る」および「複数のアカウントから 

CloudTrail ログファイルを受け取る」

Security Hub では、すべての Security Hub API アクションを CloudTrail ログのイベントとしてログ記録す
ることができます。Security Hub オペレーションのリストを表示するには、「Security Hub API リファレ
ンス」を参照してください。

次のアクションのアクティビティが CloudTrail にログ記録されると、responseElements の値は null
に設定されます。これにより、機密性の高い情報が CloudTrail ログに含まれることがなくなります。

• BatchImportFindings
• GetFindings
• GetInsights
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• GetMembers
• UpdateFindings

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。アイデンティティ
情報から以下を判断することができます。

• リクエストが、ルートと 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

• リクエストの送信に使用された一時的なセキュリティ認証情報に、ロールとフェデレーティッドユー
ザーのどちらが使用されたか

• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか

詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

例: Security Hub ログファイルのエントリ
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信するように設定できるもの
です。CloudTrail のログファイルには、1 つまたは複数のログエントリが含まれます。イベントはあらゆ
るソースからの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日時、リクエスト
のパラメータなどの情報が含まれます。CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けら
れたスタックトレースではないため、特定の順序では表示されません。

次の例は、CreateInsight アクションを示す CloudTrail ログエントリです。この例では、Test 
Insight というインサイトが作成されます。ResourceId 属性は、[Group by] (グループ化の条件) アグ
リゲータとして指定され、このインサイトに対するオプションのフィルターは指定されません。インサイ
トの詳細については、「AWS Security Hub のインサイト (p. 218)」を参照してください。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDAJK6U5DS22IAVUI7BW", 
        "arn": "arn:aws:iam::012345678901:user/TestUser", 
        "accountId": "012345678901", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "userName": "TestUser" 
    }, 
    "eventTime": "2018-11-25T01:02:18Z", 
    "eventSource": "securityhub.amazonaws.com", 
    "eventName": "CreateInsight", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "205.251.233.179", 
    "userAgent": "aws-cli/1.11.76 Python/2.7.10 Darwin/17.7.0 botocore/1.5.39", 
    "requestParameters": { 
        "Filters": {}, 
        "ResultField": "ResourceId", 
        "Name": "Test Insight" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "InsightArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2:0123456789010:insight/custom/f4c4890b-
ac6b-4c26-95f9-e62cc46f3055" 
    }, 
    "requestID": "c0fffccd-f04d-11e8-93fc-ddcd14710066", 
    "eventID": "3dabcebf-35b0-443f-a1a2-26e186ce23bf", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "012345678901"
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自動応答および自動修復
Amazon EventBridge を使用すると、アプリケーションの可用性の問題やリソースの変化などのシステム
イベントに自動的に対応するように AWS のサービスを自動化できます。AWS サービスのイベントは、ほ
ぼリアルタイムで、保証に基づいて EventBridge に配信されます。簡単なルールを記述して、注目するイ
ベントと、イベントがルールに一致した場合に自動的に実行するアクションを指定できます。自動的にト
リガーできるオペレーションには、以下が含まれます。

• AWS Lambda 関数の呼び出し
• Amazon EC2 Run Command の呼び出し
• Amazon Kinesis Data Streams へのイベントの中継
• AWS Step Functions ステートマシンのアクティブ化
• Amazon SNS トピックまたは Amazon SQS キューの通知
• サードパーティーのチケット発行、チャット、SIEM、またはインシデント対応および管理ツールへの結

果の送信

Security Hub は、すべての新しい結果と既存の結果のすべての更新を EventBridge イベントとして 
EventBridge に自動的に送信します。また、選択した結果とインサイト結果を EventBridge に送信できる
カスタムアクションを作成することもできます。

次に、それぞれの種類のイベントに応答するように EventBridge ルールを設定します。

EventBridge の使用方法の詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」を参照してくださ
い。

Note

ベストプラクティスとして、EventBridge にアクセスするためにユーザーに付与された許可が、
必要な許可のみを付与する最小特権の IAM ポリシーを使用していることを確認してください。
詳細については、「Amazon EventBridge でのアイデンティティとアクセス管理」を参照してくだ
さい。

クロスアカウントの自動応答と自動修復のための一連のテンプレートは、AWS ソリューションでも使
用できます。このテンプレートでは、EventBridge イベントルールと Lambda 関数を利用します。AWS 
CloudFormation と AWS Systems Manager を使用してソリューションをデプロイします。このソリュー
ションによって、完全に自動化された応答と修復のアクションが作成されます。また、Security Hub カス
タムアクションを使用して、ユーザによってトリガーされる応答と修復のアクションを作成することもで
きます。ソリューションの設定方法と使用方法の詳細については、「Security Hub の自動応答および自動
修復ソリューションの AWS ソリューションページ」を参照してください。

トピック
• EventBridge との Security Hub 統合のタイプ (p. 733)
• Security Hub の EventBridge イベント形式 (p. 735)
• 自動的に送信される結果の EventBridge ルールの設定 (p. 737)
• カスタムアクションを使用して結果とインサイト結果を EventBridge に送信する (p. 741)

EventBridge との Security Hub 統合のタイプ
Security Hub では、次の EventBridge イベントタイプを使用して、EventBridge との次のタイプの統合を
サポートします。

Security Hub の EventBridge ダッシュボードの [All Events] (すべてのイベント) には、これらのイベントタ
イプがすべて含まれています。
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すべての結果 (Security Hub Findings - Imported)
Security Hub は、すべての新しい結果と既存の結果のすべての更新を EventBridge イベントとして
Security Hub Findings - Imported に自動的に送信します。各 Security Hub Findings - Imported イベントに
は 1 つの結果が含まれています。

どの BatchImportFindings および BatchUpdateFindings リクエストでも Security Hub Findings - 
Imported イベントがトリガーされます。

管理者アカウントの場合、EventBridge のイベントフィードには、管理者アカウントとメンバーアカウン
トの両方からの結果に関するイベントが含まれます。

集約リージョンでは、イベントフィードには、集約リージョンとリンクされたリージョンからの結果のイ
ベントが含まれます。クロスリージョン結果は、ほぼリアルタイムでイベントフィードに追加されます。
結果の集約を設定する方法については、「クロスリージョン集約 (p. 61)」を参照してください。

結果を自動的に Amazon S3 バケット、修復ワークフロー、またはサードパーティーツールにルーティン
グするルールを EventBridge で定義できます。ルールでは、結果に特定の属性値が含まれている場合にの
みルールを適用するフィルターを指定できます。

このメソッドを使用して、すべての結果、または固有の特徴を持つすべての結果を応答または修復ワーク
フローに自動的に送信します。

「the section called “自動的に送信される結果のルールの設定” (p. 737)」を参照してください。

カスタムアクションの結果 (Security Hub Findings - 
Custom Action)
Security Hub では、カスタムアクションに関連付けられた結果も Security Hub Findings - Custom Actionイ
ベントとして EventBridge に送信します。

これは、コンソールを操作し、特定の結果、または少数の一連の結果を応答または修復ワークフローに送
信するアナリストの役に立ちます。一度に最大 20 件の結果のカスタムアクションを選択できます。各結
果は、個別の EventBridge イベントとして EventBridge に送信されます。

カスタムアクションを作成したら、カスタムアクションにカスタムアクション ID を割り当てます。この 
ID を使用すると、そのカスタムアクション ID に関連付けられた結果を受け取った後、指定されたアク
ションを実行する EventBridge ルールを作成できます。

「the section called “カスタムアクションの設定と使用方法” (p. 741)」を参照してください。

例えば、Security Hub で send_to_ticketing というカスタムアクションを作成するとします。次に 
EventBridge で、send_to_ticketing カスタムアクション ID を含む結果を EventBridge が受信したと
きにトリガーされるルールを作成します。ルールには、結果をチケット発行システムに送信するロジック
が含まれています。次に、Security Hub 内で結果を選択して Security Hub のカスタムアクションを使用し
て、手動で結果をチケット発行システムに送信できます。

EventBridge に Security Hub の結果を送信して処理を続行する方法の例については、AWS パートナー
ネットワーク (APN) ブログの「AWS Security Hub のカスタムアクションと PagerDuty との統合方法」と
「AWS Security Hub でカスタムアクションを有効にする方法」を参照してください。

カスタムアクションのインサイト結果 (Security Hub 
Insight Results)
カスタムアクションを使用すると、インサイト結果のセットも Security Hub Insight Results イベントとし
て EventBridge に送信できます。インサイト結果は、インサイトに一致するリソースです。インサイト結
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果を EventBridge に送信するとき、結果を EventBridge に送信しているわけではないことに注意してくだ
さい。インサイト結果に関連付けられたリソース識別子を送信しているだけです。最大 100 個のリソース
識別子を一度に送信できます。

結果に対するカスタムアクションと同様に、Security Hub でカスタムアクションを作成してか
ら、EventBridge でルールを作成します。

「the section called “カスタムアクションの設定と使用方法” (p. 741)」を参照してください。

例えば、同僚と共有する必要がある特定のインサイト結果があるとします。この場合、カスタムアクショ
ンを使用して、チャットまたはチケット発行システム経由で、そのインサイト結果を同僚に送信できま
す。

Security Hub の EventBridge イベント形式
Security Hub Findings - Imported、Security Findings - Custom Action、および Security Hub Insight Results
イベントタイプでは、次のイベント形式を使用します。

イベント形式は、Security Hub が EventBridge にイベントを送信するときに使用される形式です。

Security Hub Findings - Imported
Security Hub から EventBridge に送信される Security Hub Findings - Imported イベントには、次の形式が
使用されます。

{ 
   "version":"0", 
   "id":"CWE-event-id", 
   "detail-type":"Security Hub Findings - Imported", 
   "source":"aws.securityhub", 
   "account":"111122223333", 
   "time":"2019-04-11T21:52:17Z", 
   "region":"us-west-2", 
   "resources":[ 
      "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/macie/arn:aws:macie:us-
west-2:111122223333:integtest/trigger/6294d71b927c41cbab915159a8f326a3/alert/f2893b211841" 
   ], 
   "detail":{ 
      "findings": [{ 
          <finding content>
       }] 
   }
}

<finding content> は、イベントによって送信される結果の JSON 形式のコンテンツです。各イベン
トは 1 つの結果を送信します。

結果の属性の詳細なリストについては、「AWS Security Finding 形式 (p. 83)」を参照してください。

このようなイベントによってトリガーされる EventBridge ルールを設定する方法については、「the 
section called “自動的に送信される結果のルールの設定” (p. 737)」を参照してください。

Security Hub Findings - Custom Action
Security Hub から EventBridge に送信される Security Hub Findings - Custom Action イベントには、次の
形式が使用されます。各結果は個別のイベントで送信されます。

{ 
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  "version": "0", 
  "id": "1a1111a1-b22b-3c33-444d-5555e5ee5555", 
  "detail-type": "Security Hub Findings - Custom Action", 
  "source": "aws.securityhub", 
  "account": "111122223333", 
  "time": "2019-04-11T18:43:48Z", 
  "region": "us-west-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:securityhub:us-west-1:111122223333:action/custom/custom-action-name" 
  ], 
  "detail": { 
    "actionName":"custom-action-name", 
    "actionDescription": "description of the action", 
    "findings": [ 
      { 
         <finding content>
      } 
    ] 
  }
}

<finding content> は、イベントによって送信される結果の JSON 形式のコンテンツです。各イベン
トは 1 つの結果を送信します。

結果の属性の詳細なリストについては、「AWS Security Finding 形式 (p. 83)」を参照してください。

このようなイベントによってトリガーされる EventBridge ルールを設定する方法については、「the 
section called “カスタムアクションの設定と使用方法” (p. 741)」を参照してください。

Security Hub Insight Results
Security Hub から EventBridge に送信される Security Hub Insight Results イベントには、次の形式が使用
されます。

{  
  "version": "0", 
  "id": "1a1111a1-b22b-3c33-444d-5555e5ee5555", 
  "detail-type": "Security Hub Insight Results", 
  "source": "aws.securityhub", 
  "account": "111122223333", 
  "time": "2017-12-22T18:43:48Z", 
  "region": "us-west-1", 
  "resources": [ 
      "arn:aws:securityhub:us-west-1:111122223333::product/aws/macie:us-
west-1:222233334444:test/trigger/1ec9cf700ef6be062b19584e0b7d84ec/alert/f2893b211841" 
  ], 
  "detail": { 
    "actionName":"name of the action", 
    "actionDescription":"description of the action", 
    "insightArn":"ARN of the insight", 
    "insightName":"Name of the insight", 
    "resultType":"ResourceAwsIamAccessKeyUserName", 
    "number of results":"number of results, max of 100", 
    "insightResults": [ 
        {"result 1": 5}, 
        {"result 2": 6} 
    ] 
  }
}

このようなイベントによってトリガーされる EventBridge ルールを作成する方法については、「the 
section called “カスタムアクションの設定と使用方法” (p. 741)」を参照してください。
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自動的に送信される結果の EventBridge ルールの設
定

Security Hub Findings - Imported イベントの受信時に実行するアクションを定義するルールを 
EventBridge で作成できます。Security Hub Findings - Imported イベントは、BatchImportFindings と
BatchUpdateFindings の両方による更新によってトリガーされます。

各ルールには、ルールをトリガーするイベントを識別するイベントパターンが含まれています。イベント
パターンにはイベントソース (aws.securityhub) とイベントタイプ (Security Hub Findings - Imported) 
が必ず含まれています。イベントパターンでは、ルールが適用される結果を識別するためのフィルターを
指定することもできます。

次に、ルールによってルールターゲットが識別されます。ターゲットは、EventBridge が Security Hub 
Findings - Imported イベントを受信し、検索条件がフィルターと一致したときに実行されるアクションで
す。

ここで説明する手順では、EventBridge コンソールを使用します。このコンソールを使用する
と、EventBridge による CloudWatch Logs への書き込みを有効にする必要なリソースベースポリシーが 
EventBridge によって自動的に作成されます。

また、EventBridge API の PutRule API オペレーションを使用することもできます。ただ
し、EventBridge API を使用する場合は、リソースベースのポリシーを作成する必要があります。必要なポ
リシーの詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「CloudWatch Logs の許可」を参
照してください。

イベントパターンの形式
Security Hub Findings - Imported イベントのイベントパターンの形式は次のとおりです。

{ 
  "source": [ 
    "aws.securityhub" 
  ], 
  "detail-type": [ 
    "Security Hub Findings - Imported" 
  ], 
  "detail": { 
    "findings": { 
       <attribute filter values>
    } 
  }
}

• source は、イベントを生成するサービスとして Security Hub を示します。
• detail-type は、イベントのタイプを示します。
• detail はオプションで、イベントパターンのフィルター値を提供します。イベントパターンに
detail フィールドが含まれていない場合、すべての結果でルールがトリガーされます。

結果は、どの結果属性に基づいてもフィルタリングできます。属性ごとに、1 つ以上の値のカンマ区切り
の配列を指定します。

"<attribute name>": [ "<value1>", "<value2>"]

属性に複数の値を指定すると、それらの値は OR で結合されます。結果にリストされている値が含まれ
ている場合、結果は個々の属性のフィルターと一致しています。例えば、Severity.Label の値として
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INFORMATIONAL と LOW の両方を指定した場合、結果に INFORMATIONAL または LOW の重要度ラベルが
含まれていると、結果は一致となります。

属性が AND で結合されている場合、結果が、指定されたすべての属性のフィルター条件に一致すると、そ
の結果は一致となります。

属性値を指定するときは、AWS Security Finding 形式 (ASFF) 構造内でその属性の位置を反映させる必要
があります。

次の例では、イベントパターンが ProductArn と Severity.Label のフィルタ値を提供します。した
がって、Amazon Inspector が生成し、その重要度のラベルが INFORMATIONAL または LOW である場合、
結果が一致します。

{ 
    "source": [ 
        "aws.securityhub" 
     ], 
    "detail-type": [ 
        "Security Hub Findings - Imported" 
    ], 
    "detail": { 
        "findings": { 
            "ProductArn": ["arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/inspector"], 
            "Severity": { 
                "Label": ["INFORMATIONAL", "LOW"] 
            } 
        } 
    }
}

イベントルールの作成
定義済みのイベントパターンまたはカスタムのイベントパターンを使用して、EventBridge でルールを作
成することができます。定義済みのパターンを選択した場合、EventBridge で source と detail-type
が自動的に入力されます。EventBridge には、次の結果の属性のフィルター値を指定するフィールドもあ
ります。

• AwsAccountId
• Compliance.Status
• Criticality
• ProductArn
• RecordState
• ResourceId
• ResourceType
• Severity.Label
• Types
• Workflow.Status

EventBridge ルールを作成するには

1. Amazon EventBridge コンソール (https://console.aws.amazon.com/events/) を開きます。
2. 次の値を使用して、検索イベントをモニタリングする EventBridge ルールを作成します。

• [Rule type] (ルールタイプ) では、[Rule with an event pattern] (イベントパターンを持つルール) を選
択します。

• イベントパターンの作成方法を選択します。
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次を使用してイベントパター
ンを作成するには

手順

テンプレート [Event pattern] (イベントパ
ターン) のセクションで、次の
オプションを選択します。
• [Event source] (イ

ベントソース) で
は、AWS[services] (サービ
ス) を選択します。

• [AWS service] (AWS のサー
ビス) で、[Security Hub] を
選択します。

• [Event type] (イベント
タイプ)で、[Security 
Hub Findings - Imported]
(Security Hub 調査結果 - イ
ンポート) を選択します。

• (オプション) ルールをより
具体的にしたいときは、
フィルタ値を追加します。
例えば、ルールを、アク
ティブなレコード状態を
持つ結果のみに限定する
ときは、[Specific Record 
state(s)] (特定のレコード状
態) で [Active] (アクティブ) 
を選択します。

739



AWS Security Hub ユーザーガイド
イベントルールの作成

次を使用してイベントパター
ンを作成するには

手順

カスタムのイベントパターン

(カスタムパターン
は、EventBridge コンソールに
表示されない属性に基づいて
結果をフィルタリングすると
きに使用します)。

• [Event pattern] (イベント
パターン) セクションで
[Custom patterns (JSON 
editor)] (カスタムパターン 
(JSONエディター)) を選択
し、次のイベントパターン
をテキストエリアに貼付け
ます。

{ 
  "source": [ 
    "aws.securityhub" 
  ], 
  "detail-type": [ 
    "Security Hub 
 Findings - Imported" 
  ], 
  "detail": { 
    "findings": { 
      "<attribute 
 name>": [ "<value1>", 
 "<value2>"] 
    } 
  }
}

• イベントパターンを更新
し、フィルタとして使用す
る属性および属性値を追加
します。

例えば、検証状態が
TRUE_POSITIVE である結
果にのみルールを適用する
ときは、次のパターン例を
使用します。

{ 
  "source": [ 
    "aws.securityhub" 
  ], 
  "detail-type": [ 
    "Security Hub 
 Findings - Imported" 
  ], 
  "detail": { 
    "findings": { 
      
 "VerificationState": 
 ["TRUE_POSITIVE"] 
    } 
  }
}

• [Target types] (ターゲットの種類) で [AWS service] (AWS のサービス) を、[Select a target] (ター
ゲットの選択) でターゲット (Amazon SNSトピックや AWS Lambda 機能など) を選択します。ター
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ゲットは、ルールで定義したイベントパターンに一致するイベントが返されたときにトリガーされ
ます。

ルールの作成に関する詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「イベントに反
応する Amazon EventBridge ルールの作成」を参照してください。

カスタムアクションを使用して結果とインサイト結
果を EventBridge に送信する

Security Hub カスタムアクションを使用して結果またはインサイト結果を EventBridge に送信するには、
まず Security Hub でカスタムアクションを作成します。次に、EventBridge でルールを定義します。

最大 50 個のカスタムアクションを作成できます。

クロスリージョン集約を有効にし、集約リージョンの結果を管理する場合は、集約リージョンでカスタム
アクションを作成します。

EventBridge のルールでは、カスタムアクションの ARN が使用されます。

カスタムアクションを作成する (コンソール)
カスタムアクションを作成するときは、名前、説明、および一意の識別子を指定します。

Security Hub (コンソール) でカスタムアクションを作成するには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Settings] (設定) を選択して、[Custom actions] (カスタムアクション) を選

択します。
3. [Create custom action] (カスタムアクションの作成) を選択します。
4. アクションの [Name] (名前)、[Description] (説明)、および [Custom action ID] (カスタムアクション 

ID) を指定します。

[Name] (名前) は 20 文字未満で指定する必要があります。

[Custom action ID] (カスタムアクション ID) は AWS アカウントごとに一意にする必要があります。
5. [Create custom action] (カスタムアクションの作成) を選択します。
6. [Custom action ARN] (カスタムアクション ARN) を書き留めます。この ARN は、EventBridge でルー

ルを作成してこのアクションに関連付けるときに使用する必要があります。

カスタムアクションを作成する (Security Hub 
API、AWS CLI)
カスタムアクションを作成するには、API コールまたは AWS Command Line Interface を使用します。

カスタムアクションを作成するには (Security Hub API、AWS CLI)

• Security Hub API - CreateActionTarget オペレーションを使用します。カスタムアクションを作成す
るときは、名前、説明、およびカスタムアクション識別子を指定します。
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• AWS CLI - コマンドラインで create-action-target コマンドを実行します。

create-action-target --name <customActionName> --description <customActionDescription> --
id <customActionidentifier>

例

aws securityhub create-action-target --name "Send to remediation" --description "Action 
 to send the finding for remediation tracking" --id "Remediation"

EventBridge でルールを定義する
カスタムアクションを処理するには、EventBridge で対応するルールを作成する必要があります。ルール
の定義には、カスタムアクションの ARN が含まれます。

Security Hub Findings - Custom Action イベントのイベントパターンの形式は次のとおりです。

{ 
  "source": [ 
    "aws.securityhub" 
  ], 
  "detail-type": [ 
    "Security Hub Findings - Custom Action" 
  ], 
  "resources": [ "<custom action ARN>" ]
}

Security Hub Insight Results イベントのイベントパターンの形式は次のとおりです。

{ 
  "source": [ 
    "aws.securityhub" 
  ], 
  "detail-type": [ 
    "Security Hub Insight Results" 
  ], 
  "resources": [ "<custom action ARN>" ]
}

どちらのパターンでも、<custom action ARN> がカスタムアクションの ARN です。したがって、複数
のカスタムアクションに適用されるルールを構成できます。

ここで説明する手順では、EventBridge コンソールを使用します。このコンソールを使用する
と、EventBridge による CloudWatch Logs への書き込みを有効にする必要なリソースベースポリシーが 
EventBridge によって自動的に作成されます。

また、EventBridge API の PutRule API オペレーションを使用することもできます。ただ
し、EventBridge API を使用する場合は、リソースベースのポリシーを作成する必要があります。必要なポ
リシーの詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「CloudWatch Logs の許可」を参
照してください。

EventBridge でルールを定義するには

1. Amazon EventBridge コンソール (https://console.aws.amazon.com/events/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Rules] (ルール) を選択します。
3. [Create rule] (ルールの作成) を選択します。
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4. ルールの名前と説明を入力します。
5. [Event bus] (イベントバス) では、このルールに関連付けるイベントバスを選択します。このルール

をアカウントからのイベントと一致させるには、[default] (デフォルト) を選択します。アカウントの 
AWS サービスがイベントを発行すると、常にアカウントのデフォルトのイベントバスに移動します。

6. [Rule type] (ルールタイプ) では、[Rule with an event pattern] (イベントパターンを持つルール) を選択
します。

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

す。
10. [Event source] (イベントソース) では、AWS[services] (サービス) を選択します。
11. [AWS service] (AWS のサービス) で、[Security Hub] を選択します。
12. [イベントタイプ] の場合は、次のいずれかの操作を実行します。

• 結果をカスタムアクションに送信するときに適用するルールを作成するには、[Security Hub 
Findings - Custom Action] (Security Hub 結果 - カスタムアクション) を選択します。

• インサイト結果をカスタムアクションに送信するときに適用するルールを作成するには、[Security 
Hub Insight Results] (Security Hub インサイト結果) を選択します。

13. [Specific custom action ARNs] (特定のカスタムアクション ARN) を選択し、カスタムアクション ARN 
を追加します。

このルールを複数のカスタムアクションに適用する場合は、[Add] (追加) を選択し、カスタムアクショ
ン ARN をさらに追加します。

14. [Next] を選択します。
15. [Select targets] (ターゲットの選択) で、このルールが一致した場合に呼び出すターゲットを選択し設

定します。
16. [Next] を選択します。
17. (オプション) ルールに 1 つ以上のタグを入力します。詳細については、Amazon EventBridge ユー

ザーガイドの Amazon EventBridge のタグを参照してください。
18. [Next] を選択します。
19. ルールの詳細を確認し、[Create rule] (ルールの作成) を選択します。

アカウントで、結果またはインサイト結果に対してカスタムアクションを実行すると、EventBridge 
でイベントが生成されます。

結果とインサイト結果のカスタムアクションを選択す
る
Security Hub カスタムアクションと EventBridge ルールを作成すると、結果とインサイト結果を 
EventBridge に送信して、さらに管理および処理することができます。

イベントは、そのイベントが表示されているアカウントでのみ、EventBridge に送信されます。管理者ア
カウントを使用して結果を表示すると、イベントは管理者アカウントで EventBridge に送信されます。

AWS API コールを有効にするには、ターゲットコードの実装時に、ロールをメンバーアカウントに切り替
える必要があります。つまり、切り替えるロールは、アクションが必要な各メンバーにもデプロイされる
必要があります。

結果を EventBridge に送信するには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
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2. 結果のリストを表示します。

• [Findings] (結果) では、有効になっているすべての製品の統合とコントロールの結果を表示できま
す。

• [Security standards] (セキュリティ標準) では、選択したコントロールから生成された結果のリスト
に移動できます。「the section called “コントロールの詳細の表示” (p. 354)」を参照してください。

• [Integrations] (統合) では、有効にした統合によって生成された結果のリストに移動できます。「the 
section called “統合先からの結果の表示” (p. 237)」を参照してください。

• [Insights] (インサイト) では、インサイト結果のリストに移動できます。「the section called “インサ
イト結果と結果の表示” (p. 219)」を参照してください。

3. 結果を選択して、EventBridge に送信します。一度に最大 20 件の結果を選択できます。
4. [Actions] (アクション) ドロップダウンから、適用する EventBridge ルールと一致するカスタムアク

ションを選択します。

Security Hub によって、結果ごとに個別の Security Hub Findings - Custom Action イベントが送信さ
れます。

インサイト結果を EventBridge に送信するには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Insights] (インサイト) を選択します。
3. [Insights] (インサイト) ページで、EventBridge に送信する結果が含まれているインサイトを選択しま

す。
4. EventBridge に送信するインサイト結果を選択します。一度に最大 20 件の結果を選択できます。
5. [Actions] (アクション) ドロップダウンから、適用する EventBridge ルールと一致するカスタムアク

ションを選択します。
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Amazon Simple Notification Service 
を使用した Security Hub の発表のサ
ブスクライブ

このセクションでは、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を使用して AWS Security Hub 
の発表をサブスクライブし、Security Hub に関する通知を受け取る方法について説明します。

サブスクライブした後、次のイベントに関する通知を受信するようになります (各イベントに対応する
AnnouncementType を以下に示します)。

• GENERAL — Security Hub サービスに関する一般的な通知。
• UPCOMING_STANDARDS_CONTROLS — 指定された Security Hub コントロールまたは標準がまもなくリ

リースされる予定です。このタイプの発表は、リリースに先立って対応と修正のワークフローを準備す
るのに役立ちます。

• NEW_REGIONS – 新たに AWS リージョン で Security Hub がサポートされます。
• NEW_STANDARDS_CONTROLS — 新しい Security Hub コントロールまたは標準が追加されました。
• UPDATED_STANDARDS_CONTROLS — 既存の Security Hub コントロールまたは標準が更新されました。
• RETIRED_STANDARDS_CONTROLS — 既存の Security Hub コントロールまたは標準が廃止されました。
• UPDATED_ASFF — AWS Security Finding 形式 (ASFF) の構文、フィールド、または値が更新されまし

た。
• NEW_INTEGRATION — 他の AWS サービスまたはサードパーティー製品との新しい統合を利用できるよ

うになりました。
• NEW_FEATURE — Security Hub の新しい機能を利用できるようになりました。
• UPDATED_FEATURE — Security Hub の既存の機能が更新されました。

Amazon SNS がサポートするすべての形式で通知を使用できます。Security Hub が利用可能なすべての 
AWS リージョン で、Security Hub の発表をサブスクライブできます。

Amazon SNS トピックにサブスクライブするには、ユーザーは、Subscribe 許可が必要です。これ
は、Amazon SNS ポリシー、IAM ポリシー、またはその両方で実現できます。詳細については、「IAM 
and Amazon SNS policies together」(IAM と Amazon SNS のポリシーを一緒に) の「Amazon Simple 通知
サービス デベロッパーガイド」を参照してください。

Note

Security Hub は、 全体の Security Hub サービスの更新に関する Amazon SNS の発表をサブスク
ライブしている AWS アカウント に送信します。Security Hub アカウント内の結果に関する通知
を受け取るには、「AWS Security Hub で結果リストと詳細を表示する (p. 76)」を参照してくだ
さい。

Amazon SNS トピックについて Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューをサブスクライブ
できますが、同じリージョンにある Amazon SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN) を使用する
必要があります。詳細については、「Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイド」の「チュート
リアル: Amazon SNS トピックへの Amazon SQS キューのサブスクライブ」を参照してください。

通知を受信したときに AWS Lambda 関数を使用してイベントを呼び出すこともできます。詳細につい
ては、「Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド」の「Amazon SNS 通知を使用した 
Lambda 関数の呼び出し」を参照してください。
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各リージョンの Amazon SNS トピックの ARN は次のとおりです。

AWS リージョン Amazon SNS トピックの ARN

米国東部 (オハイオ) arn:aws:sns:us-
east-2:291342846459:SecurityHubAnnouncements

米国東部 (バージニア北部) arn:aws:sns:us-
east-1:088139225913:SecurityHubAnnouncements

米国西部 (北カリフォルニア) arn:aws:sns:us-
west-1:137690824926:SecurityHubAnnouncements

米国西部 (オレゴン) arn:aws:sns:us-
west-2:393883065485:SecurityHubAnnouncements

アフリカ (ケープタウン) arn:aws:sns:af-
south-1:463142546776:SecurityHubAnnouncements

アジアパシフィック (香港) arn:aws:sns:ap-
east-1:464812404305:SecurityHubAnnouncements

アジアパシフィック (ジャカルタ) arn:aws:sns:ap-
southeast-3:627843640627:SecurityHubAnnouncements

アジアパシフィック (ムンバイ) arn:aws:sns:ap-
south-1:707356269775:SecurityHubAnnouncements

アジアパシフィック (大阪) arn:aws:sns:ap-
northeast-3:633550238216:SecurityHubAnnouncements

アジアパシフィック (ソウル) arn:aws:sns:ap-
northeast-2:374299265323:SecurityHubAnnouncements

アジアパシフィック (シンガポール) arn:aws:sns:ap-
southeast-1:512267288502:SecurityHubAnnouncements

アジアパシフィック (シドニー) arn:aws:sns:ap-
southeast-2:475730049140:SecurityHubAnnouncements

アジアパシフィック (東京) arn:aws:sns:ap-
northeast-1:592469075483:SecurityHubAnnouncements

カナダ (中部) arn:aws:sns:ca-
central-1:137749997395:SecurityHubAnnouncements

中国 (北京) arn:aws-cn:sns:cn-
north-1:672341567257:SecurityHubAnnouncements

中国 (寧夏) arn:aws-cn:sns:cn-
northwest-1:672534482217:SecurityHubAnnouncements

ヨーロッパ (フランクフルト) arn:aws:sns:eu-
central-1:871975303681:SecurityHubAnnouncements

ヨーロッパ (アイルランド) arn:aws:sns:eu-
west-1:705756202095:SecurityHubAnnouncements

ヨーロッパ (ロンドン) arn:aws:sns:eu-
west-2:883600840440:SecurityHubAnnouncements
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AWS リージョン Amazon SNS トピックの ARN

ヨーロッパ (ミラノ) arn:aws:sns:eu-
south-1:151363035580:SecurityHubAnnouncements

ヨーロッパ (パリ) arn:aws:sns:eu-
west-3:313420042571:SecurityHubAnnouncements

ヨーロッパ (ストックホルム) arn:aws:sns:eu-
north-1:191971010772:SecurityHubAnnouncements

中東 (バーレーン) arn:aws:sns:me-
south-1:585146626860:SecurityHubAnnouncements

中東 (アラブ首長国連邦) arn:aws:sns:me-
central-1:431548502100:SecurityHubAnnouncements

南米 (サンパウロ) arn:aws:sns:sa-
east-1:359811883282:SecurityHubAnnouncements

AWS GovCloud (米国東部) arn:aws-us-gov:sns:us-gov-
east-1:239368469855:SecurityHubAnnouncements

AWS GovCloud (米国西部) arn:aws-us-gov:sns:us-gov-
west-1:239334163374:SecurityHubAnnouncements

メッセージは通常、パーティション内のリージョン間で同じであるため、各パーティションの 1 つのリー
ジョンにサブスクライブすれば、そのパーティションのすべてのリージョンに影響する発表を受け取るこ
とができます。メンバーアカウントに関連する発表は、管理者アカウントではレプリケートされません。
その結果、管理者アカウントを含む各アカウントには、各発表のコピーが 1 つだけ存在することになりま
す。Security Hub の発表をサブスクライブするために使用するアカウントを決定できます。

Security Hub の発表をサブスクライブするコストの詳細については、「Amazon SNS 料金」を参照してく
ださい。

Security Hub の発表のサブスクライブ (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home で Amazon SNS コンソールを開きます。
2. リージョンのリストで、Security Hub の発表をサブスクライブするリージョンを選択します。この例

では、us-west-2 リージョンを使用します。
3. ナビゲーションペインで、[Subscriptions] (サブスクリプション) を選択して、[Create subscription] (サ

ブスクリプションの作成) を選択します。
4. [Topic ARN] (トピック ARN) ボックスにトピック ARN を入力します。例えば、arn:aws:sns:us-

west-2:393883065485:SecurityHubAnnouncements です。
5. [Protocol] (プロトコル) で、Security Hub の発表を受け取る方法を選択します。[Email] (E メール) を

選択した場合、[Endpoint] (エンドポイント) で、発表の受信に使用する E メールアドレスを入力しま
す。

6. [Create subscription] (サブスクリプションの作成) を選択します。
7. サブスクリプションを確認します。例えば、E メールプロトコルを選択した場合、指定した E メール

に Amazon SNS からサブスクリプションの確認メッセージが送信されます。

Security Hub の発表のサブスクライブ (AWS CLI)

1. 次のコマンドを実行します。
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Amazon SNS メッセージ形式

 aws  sns --region us-west-2 subscribe --topic-arn arn:aws:sns:us-
west-2:393883065485:SecurityHubAnnouncements --protocol email --notification-
endpoint your_email@your_domain.com

2. サブスクリプションを確認します。例えば、E メールプロトコルを選択した場合、指定した E メール
に Amazon SNS からサブスクリプションの確認メッセージが送信されます。

Amazon SNS メッセージ形式
以下の例は、新しいセキュリティコントロールの導入に関する Amazon SNS からの Security Hub の発表
を示しています。メッセージの内容は、イベントのタイプによって異なります。

例: 新しいコントロールに関する Security Hub の発表 (E メールプロトコル)

{
"AnnouncementType":"NEW_STANDARDS_CONTROLS",
"Title":"[New Controls] 36 new Security Hub controls added to the AWS Foundational Security 
 Best Practices standard",
"Description":"We have added 36 new controls to the AWS Foundational Security Best 
 Practices standard. These include controls for Amazon Auto Scaling (AutoScaling.3, 
 AutoScaling.4, AutoScaling.6), AWS CloudFormation (CloudFormation.1), Amazon CloudFront 
 (CloudFront.10), Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) (EC2.23, EC2.24, EC2.27), 
 Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) (ECR.1, ECR.2), Amazon Elastic Container 
 Service (Amazon ECS) (ECS.3, ECS.4, ECS.5, ECS.8, ECS.10, ECS.12), Amazon Elastic File 
 System (Amazon EFS) (EFS.3, EFS.4), Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 
 (EKS.2), Elastic Load Balancing (ELB.12, ELB.13, ELB.14), Amazon Kinesis (Kinesis.1), 
 AWS Network Firewall (NetworkFirewall.3, NetworkFirewall.4, NetworkFirewall.5), Amazon 
 OpenSearch Service (OpenSearch.7), Amazon Redshift (Redshift.9),  
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) (S3.13), Amazon Simple Notification Service 
 (SNS.2), AWS WAF (WAF.2, WAF.3, WAF.4, WAF.6, WAF.7, WAF.8). If you enabled the AWS 
 Foundational Security Best Practices standard in an account and configured Security Hub to 
 automatically enable new controls, these controls are enabled by default. Availability of 
 controls can vary by Region. "
}

例: 新しいコントロールに関する Security Hub の発表 (E メール JSON プロトコル)

{ 
  "Type" : "Notification", 
  "MessageId" : "d124c9cf-326a-5931-9263-92a92e7af49f", 
  "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-west-2:393883065485:SecurityHubAnnouncements", 
  "Message" : "{\"AnnouncementType\":\"NEW_STANDARDS_CONTROLS\",\"Title\":\"[New Controls] 
 36 new Security Hub controls added to the AWS Foundational Security Best Practices 
 standard\",\"Description\":\"We have added 36 new controls to the AWS Foundational 
 Security Best Practices standard. These include controls for Amazon Auto Scaling 
 (AutoScaling.3, AutoScaling.4, AutoScaling.6), AWS CloudFormation (CloudFormation.1), 
 Amazon CloudFront (CloudFront.10), Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) (EC2.23, 
 EC2.24, EC2.27), Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) (ECR.1, ECR.2), Amazon 
 Elastic Container Service (Amazon ECS) (ECS.3, ECS.4, ECS.5, ECS.8, ECS.10, ECS.12), 
 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) (EFS.3, EFS.4), Amazon Elastic Kubernetes 
 Service (Amazon EKS) (EKS.2), Elastic Load Balancing (ELB.12, ELB.13, ELB.14), Amazon 
 Kinesis (Kinesis.1), AWS Network Firewall (NetworkFirewall.3, NetworkFirewall.4, 
 NetworkFirewall.5), Amazon OpenSearch Service (OpenSearch.7), Amazon Redshift 
 (Redshift.9),  
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) (S3.13), Amazon Simple Notification Service 
 (SNS.2), AWS WAF (WAF.2, WAF.3, WAF.4, WAF.6, WAF.7, WAF.8). If you enabled the AWS 
 Foundational Security Best Practices standard in an account and configured SSecurity Hub 
 to automatically enable new controls, these controls are enabled by default. Availability 
 of controls can vary by Region. \"}", 
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Amazon SNS メッセージ形式

  "Timestamp" : "2022-08-04T19:11:12.652Z", 
  "SignatureVersion" : "1", 
  "Signature" : "HTHgNFRYMetCvisulgLM4CVySvK9qCXFPHQDxYl9tuCFQuIrd7YO4m4YFR28XKMgzqrF20YP
+EilipUm2SOTpEEtOTekU5bn74+YmNZfwr4aPFx0vUuQCVOshmHl37hjkiLjhCg/t53QQiLfP7MH
+MTXIUPR37k5SuFCXvjpRQ8ynV532AH3Wpv0HmojDLMg+eg51V1fUsOG8yiJVCBEJhJ1yS
+gkwJdhRk2UQab9RcAmE6COK3hRWcjDwqTXz5nR6Ywv1ZqZfLIl7gYKslt+jsyd/k+7kOqGmOJRDr7qhE7H
+7vaGRLOptsQnbW8VmeYnDbahEO8FV+Mp1rpV+7Qg==", 
  "SigningCertURL" : "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/
SimpleNotificationService-56e67fcb41f6fec09b0196692625d385.pem", 
  "UnsubscribeURL" : "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-
west-2:393883065485:SecurityHubAnnouncements:9d0230d7-d582-451d-9f15-0c32818bf61f"
}
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Security Hub クォータ
次の Security Hub のクォータは AWS アカウント あたり AWS リージョン ごとのクォータです。

最大クォータ
次の Security Hub のクォータは リージョンあたりの AWS アカウント ごとのクォータです。

リソース クォータ コメント

Security Hub メン
バーアカウントの
数

11,000 各リージョンの Security Hub 管理者アカウントごとに追加で
きる Security Hub メンバーアカウントの最大数。5,000 を超
えるアカウントを追加するには、AWS Support に連絡して組
織のリストを許可する必要があります。

これはハードクォータです。Security Hub メンバーアカウン
トの許容数の増加をリクエストすることはできません。

Security Hub の未
処理の招待の数

1,000 各リージョンの管理者アカウントごとに送信できる未処理の 
Security Hub メンバーアカウントの招待の最大数。

これはハードクォータです。Security Hub の未処理の招待の
許容数の増加をリクエストすることはできません。

カスタムアクショ
ンの数

50 作成できる Security Hub カスタムアクションの最大数。

これはハードクォータです。カスタムアクションの許容数の
増加をリクエストすることはできません。

カスタムインサイ
トの数

100 作成できるユーザー定義のカスタムインサイトの最大数。

これはハードクォータです。Security Hub カスタムインサイ
トの許容数の増加をリクエストすることはできません。

インサイトの結果
の数

100 GetInsightsResults API オペレーションに返される集計
結果の最大数。

これはハードクォータです。インサイト結果数の増加をリク
エストすることはできません。

サービスにリン
クされた AWS 
Config ルールの数

250 ｺﾝﾄﾛｰﾙのセキュリティチェックを実行するために Security 
Hub が作成するサービスにリンクされた AWS Config ルール
の最大数。

これはハードクォータです。サービスにリンクされた AWS 
Config ルールの数を増加をリクエストすることはできませ
ん。

Security Hub の結
果の保持時間

90 日間 結果は、最新の更新から 90 日後、または更新が行われない
場合は作成日から 90 日後に削除されます。

結果を 90 日間以上保存するには、結果を Amazon S3 バケッ
トにルーティングする EventBridge でルールを設定できま
す。
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レートクォータ
次の Security Hub のクォータは リージョンあたりの AWS アカウント ごとのクォータです。

リクエストタイプ レート制限クォータ (1 秒あたり) バースト制限クォータ (1 秒あた
り)

BatchEnableStandards 1 1

GetFindings 3 6

BatchImportFindings 10 30

BatchUpdateFindings 10 30

UpdateStandardsControl 1 5

その他すべてのリクエストタイ
プ

10 30

クロスリージョン集約 (p. 61) を設定している場合、BatchImportFindings と
BatchUpdateFindings への 1 回の呼び出しが、リンクされたリージョンと集約リージョンに影響を及
ぼします。GetFindings オペレーションは、リンクされたリージョンと集約リージョンから結果を取得
します。ただし、BatchEnableStandards と UpdateStandardsControl オペレーションはリージョ
ンに固有です。
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リージョンの制限
一部の AWS Security Hub 機能は、一部の AWS リージョン でのみ使用可能です。以下のセクションで
は、これらのリージョン制限を示します。

Security Hub を利用できるリージョンのリストについては、「AWS の全般的なリファレンス」の「AWS 
Security Hub エンドポイントとクォータ」を参照してください。

目次
• クロスリージョン集約の制限 (p. 753)
• リージョン別の統合の可用性 (p. 753)

• 中国 (北京) および中国 (寧夏) でサポートされている統合 (p. 753)
• AWS GovCloud (米国東部) と AWS GovCloud (米国西部) でサポートされている統

合 (p. 754)
• リージョン別の標準の有無 (p. 755)
• リージョン別のコントロールの可用性 (p. 755)

• 米国東部 (オハイオ) (p. 755)
• 米国西部 (北カリフォルニア) (p. 756)
• 米国西部 (オレゴン) (p. 757)
• アフリカ (ケープタウン) (p. 757)
• アジアパシフィック (香港) (p. 761)
• アジアパシフィック (ジャカルタ) (p. 762)
• アジアパシフィック (ムンバイ) (p. 770)
• アジアパシフィック (大阪) (p. 771)
• アジアパシフィック (ソウル) (p. 775)
• アジアパシフィック (シンガポール) (p. 776)
• アジアパシフィック (シドニー) (p. 777)
• アジアパシフィック (東京) (p. 778)
• カナダ (中部) (p. 779)
• 中国 (北京) (p. 780)
• 中国 (寧夏) (p. 785)
• ヨーロッパ (フランクフルト) (p. 791)
• ヨーロッパ (アイルランド) (p. 792)
• ヨーロッパ (ロンドン) (p. 792)
• ヨーロッパ (ミラノ) (p. 793)
• ヨーロッパ (パリ) (p. 797)
• ヨーロッパ (ストックホルム) (p. 798)
• 中東 (バーレーン) (p. 799)
• 中東 (アラブ首長国連邦) (p. 800)
• 南米 (サンパウロ) (p. 808)
• AWS GovCloud (米国東部) (p. 809)
• AWS GovCloud (米国西部) (p. 815)
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クロスリージョン集約の制限
AWS GovCloud (US) では、クロスリージョン集約 (p. 61)は、AWS GovCloud (US) の結果、結果の更新、
インサイトにのみ使用できます。具体的には、AWS GovCloud (米国東部) と AWS GovCloud (米国西部) 
の間の結果、結果の更新、およびインサイトのみを集約できます。

中国リージョンでは、クロスリージョン集約は、中国リージョンの結果、結果の更新、インサイトにのみ
使用できます。具体的には、中国 (北京) と中国 (寧夏) の間の結果、結果の更新、インサイトのみを集約で
きます。

デフォルトで無効になっているリージョンは、集約リージョンとして使用できません。デフォルトで無効
になっているリージョンのリストについては、「AWS 全般のリファレンス」の「リージョンを有効にす
る」を参照してください。

リージョン別の統合の可用性
一部のリージョンでは統合を利用できない場合があります。特定のリージョンで統合を使用できない場合
は、そのリージョンを選択したとき、そのリージョンは Security Hub コンソールの [Integrations] (統合) 
ページに表示されません。

中国 (北京) および中国 (寧夏) でサポートされている
統合
中国 (北京) および中国 (寧夏) リージョンは、以下の AWS サービスとの統合 (p. 237)のみをサポートして
います。

• AWS Firewall Manager
• Amazon GuardDuty
• IAM Access Analyzer
• AWS IoT Device Defender
• Systems Manager Explorer
• Systems Manager OpsCenter
• Systems Manager Patch Manager

中国 (北京) および中国 (寧夏) リージョンは、以下のサードパーティーの統合 (p. 250)のみをサポートして
います。

• Cloud Custodian
• FireEye Helix
• Helecloud
• IBM QRadar
• PagerDuty
• Palo Alto Networks Cortex XSOAR
• Palo Alto Networks VM-Series
• Prowler
• RSA Archer
• Splunk Enterprise
• Splunk Phantom
• ThreatModeler
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(米国西部) でサポートされている統合

AWS GovCloud (米国東部) と AWS GovCloud (米国西
部) でサポートされている統合
AWS GovCloud (米国東部) と AWS GovCloud (米国西部) リージョンは次の AWS サービスとの統
合 (p. 237)のみをサポートしています。

• AWS Config
• Amazon Detective
• AWS Firewall Manager
• Amazon GuardDuty
• AWS Health
• IAM Access Analyzer
• Amazon Inspector
• AWS IoT Device Defender

AWS GovCloud (米国東部) と AWS GovCloud (米国西部) リージョンは次のサードパーティーの統
合 (p. 250)のみをサポートしています。

• Atlassian Jira Service Management
• Atlassian Jira Service Management Cloud
• Atlassian OpsGenie
• Caveonix Cloud
• Cloud Custodian
• Cloud Storage Security Antivirus for Amazon S3
• CrowdStrike Falcon
• FireEye Helix
• Forcepoint CASB
• Forcepoint DLP
• Forcepoint NGFW
• Fugue
• Kion
• MicroFocus ArcSight
• NETSCOUT Cyber Investigator
• PagerDuty
• Palo Alto Networks – Prisma Cloud Compute
• Palo Alto Networks – Prisma Cloud Enterprise
• Palo Alto Networks – VM-Series (AWS GovCloud (米国西部) でのみ利用できます)
• Prowler
• Rackspace Technology – Cloud Native Security
• Rapid7 InsightConnect
• RSA Archer
• SecureCloudDb
• ServiceNow ITSM
• Slack
• ThreatModeler
• Vectra AI Cognito Detect

754



AWS Security Hub ユーザーガイド
リージョン別の標準の有無

リージョン別の標準の有無
サービスマネージドスタンダード: AWS Control Tower は AWS GovCloud (US) など、AWS Control Tower 
がサポートするリージョンでのみ利用できます。AWS Control Tower がサポートするリージョンのリスト
については、「AWS Control Tower ユーザーガイド」の「AWS リージョン と AWS Control Tower の連携
の仕組み」を参照してください。

その他のセキュリティ標準は全リージョンで利用可能です。

リージョン別のコントロールの可用性
以下のリージョンでは、Security Hub のすべてのコントロールがサポートされていません。各リージョン
について、サポートされていないコントロールをリストにまとめています。

サービスマネージドスタンダード: AWS Control Tower の一部であるコントロールに対するリージョンの
制限は、FSBP 標準のコロラリーコントロールに対するリージョンの制限と一致します。サービスマネー
ジドスタンダード: AWS Control Tower のコントロールのリストについては、サービスマネージドスタン
ダード: AWS Control Tower のコントロール (p. 720) を参照してください。

米国東部 (オハイオ)
米国東部 (オハイオ) では、以下のコントロールはサポートされていません。

the section called “AWS Foundational Security Best Practices 標準” (p. 361)

the section called “[CloudFront.1] CloudFront ディストリビューションでは、デフォルトのルートオブ
ジェクトが設定されている必要があります” (p. 378)

the section called “[CloudFront.2] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンアクセスアイデ
ンティティを有効にする必要があります” (p. 379)

the section called “[CloudFront.3] CloudFront ディストリビューションでは、転送中に暗号化が必要と
なります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.4] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンフェイルオー
バーが設定されている必要があります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.5] CloudFront ディストリビューションでは、ログ記録を有効にする必
要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.6] CloudFront ディストリビューションでは、AWS WAF を有効にする
必要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.7] CloudFront ディストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明
書を使用する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.8] CloudFront ディストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS 
リクエストを処理する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.9] CloudFront ディストリビューションでは、カスタムオリジンへのト
ラフィックを暗号化する必要があります” (p. 383)

the section called “[CloudFront.10] CloudFront ディストリビューションは、エッジロケーションとカ
スタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください” (p. 384)

the section called “[CloudFront.12] CloudFront ディストリビューションは、存在しない S3 オリジンを
ポイントしない必要があります。” (p. 384)
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the section called “[EC2.24] 準仮想化 EC2 インスタンスタイプは使用しないでください” (p. 415)

the section called “[WAF.1] AWS WAF クラシックグローバルウェブ ACL ログ記録を有効にする必要
があります” (p. 526)

the section called “[WAF.6] WAF グローバルルールには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 529)

the section called “[WAF.7] WAF グローバルルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 530)

the section called “[WAF.8] WAF グローバルウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグルー
プが必要です” (p. 531)

米国西部 (北カリフォルニア)
米国西部 (北カリフォルニア) では、以下のコントロールはサポートされていません。

the section called “AWS Foundational Security Best Practices 標準” (p. 361)

the section called “[CloudFront.1] CloudFront ディストリビューションでは、デフォルトのルートオブ
ジェクトが設定されている必要があります” (p. 378)

the section called “[CloudFront.2] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンアクセスアイデ
ンティティを有効にする必要があります” (p. 379)

the section called “[CloudFront.3] CloudFront ディストリビューションでは、転送中に暗号化が必要と
なります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.4] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンフェイルオー
バーが設定されている必要があります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.5] CloudFront ディストリビューションでは、ログ記録を有効にする必
要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.6] CloudFront ディストリビューションでは、AWS WAF を有効にする
必要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.7] CloudFront ディストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明
書を使用する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.8] CloudFront ディストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS 
リクエストを処理する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.9] CloudFront ディストリビューションでは、カスタムオリジンへのト
ラフィックを暗号化する必要があります” (p. 383)

the section called “[CloudFront.10] CloudFront ディストリビューションは、エッジロケーションとカ
スタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください” (p. 384)

the section called “[CloudFront.12] CloudFront ディストリビューションは、存在しない S3 オリジンを
ポイントしない必要があります。” (p. 384)

the section called “[WAF.1] AWS WAF クラシックグローバルウェブ ACL ログ記録を有効にする必要
があります” (p. 526)

the section called “[WAF.6] WAF グローバルルールには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 529)

the section called “[WAF.7] WAF グローバルルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 530)

the section called “[WAF.8] WAF グローバルウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグルー
プが必要です” (p. 531)
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米国西部 (オレゴン)
米国西部 (オレゴン) では、以下のコントロールはサポートされていません。

the section called “AWS Foundational Security Best Practices 標準” (p. 361)

the section called “[CloudFront.1] CloudFront ディストリビューションでは、デフォルトのルートオブ
ジェクトが設定されている必要があります” (p. 378)

the section called “[CloudFront.2] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンアクセスアイデ
ンティティを有効にする必要があります” (p. 379)

the section called “[CloudFront.3] CloudFront ディストリビューションでは、転送中に暗号化が必要と
なります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.4] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンフェイルオー
バーが設定されている必要があります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.5] CloudFront ディストリビューションでは、ログ記録を有効にする必
要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.6] CloudFront ディストリビューションでは、AWS WAF を有効にする
必要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.7] CloudFront ディストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明
書を使用する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.8] CloudFront ディストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS 
リクエストを処理する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.9] CloudFront ディストリビューションでは、カスタムオリジンへのト
ラフィックを暗号化する必要があります” (p. 383)

the section called “[CloudFront.10] CloudFront ディストリビューションは、エッジロケーションとカ
スタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください” (p. 384)

the section called “[CloudFront.12] CloudFront ディストリビューションは、存在しない S3 オリジンを
ポイントしない必要があります。” (p. 384)

the section called “[WAF.1] AWS WAF クラシックグローバルウェブ ACL ログ記録を有効にする必要
があります” (p. 526)

the section called “[WAF.6] WAF グローバルルールには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 529)

the section called “[WAF.7] WAF グローバルルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 530)

the section called “[WAF.8] WAF グローバルウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグルー
プが必要です” (p. 531)

アフリカ (ケープタウン)
アフリカ (ケープタウン) では、以下のコントロールはサポートされていません。

the section called “CIS AWS Foundations Benchmark v.1.2.0” (p. 536)

the section called “1.4 - アクセスキーが 90 日以内にローテーションされることを確認する ” (p. 540)

the section called “1.20 – AWS Support でインシデントを管理するためのサポートロールが作成され
ていることを確認する” (p. 547)
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the section called “4.1 - どのセキュリティグループも 0.0.0.0/0 からポート 22 への入力を許可してい
ないことを確認する ” (p. 589)

the section called “4.2 - どのセキュリティグループも 0.0.0.0/0 からポート 3389 への入力を許可して
いないことを確認する ” (p. 590)

the section called “CIS AWS Foundations Benchmark v.1.4.0” (p. 592)

the section called “1.14 - アクセスキーが 90 日以内にローテーションされることを確認する ” (p. 600)

the section called “1.17 - AWS Support でインシデントを管理するためのサポートロールが作成されて
いるようにする” (p. 602)

the section called “PCI DSS” (p. 653)

the section called “[PCI.CodeBuild.1] CodeBuild GitHub または Bitbucket のソースリポジトリの URL 
は、OAuth を使用する必要がある” (p. 660)

the section called “[PCI.CodeBuild.2] CodeBuild プロジェクト環境変数にクリアテキストの認証情報を
含めるべきではない” (p. 661)

the section called “[PCI.DMS.1] AWS Database Migration Service レプリケーションインスタンスはパ
ブリックではない必要がある” (p. 667)

the section called “[PCI.EC2.1] Amazon EBS スナップショットをパブリックに復元できない” (p. 669)

the section called “[PCI.EC2.4] 未使用の EC2 EIP を削除する必要がある” (p. 672)

the section called “[PCI.EC2.5] どのセキュリティグループでも 0.0.0.0/0 からポート 22 への入力を許
可していない必要がある” (p. 673)

the section called “[PCI.ELBV2.1] Application Load Balancer は、すべての HTTP リクエストを HTTPS 
にリダイレクトするように設定する必要がある” (p. 676)

the section called “[PCI.GuardDuty.1] GuardDuty を有効にする必要がある” (p. 679)

the section called “[PCI.IAM.1] IAM ルートユーザーのアクセスキーが存在していてはならな
い” (p. 680)

the section called “[PCI.RDS.1] Amazon RDS スナップショットでパブリックアクセスを禁止する必要
があります” (p. 695)

the section called “[PCI.SageMaker.1] Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、インター
ネットに直接アクセスできないようにする必要がある” (p. 708)

the section called “[PCI.SSM.1] Systems Manager によって管理される EC2 インスタンスは、パッ
チのインストール後に、パッチコンプライアンスのステータスが COMPLIANT である必要がありま
す” (p. 710)

the section called “[PCI.SSM.2] Systems Manager によって管理されるインスタンスの関連付けコンプ
ライアンスのステータスは COMPLIANT である必要がある” (p. 712)

the section called “AWS Foundational Security Best Practices 標準” (p. 361)

the section called “[ACM.1] インポートされ ACM によって発行された証明書は、一定期間後に更新す
る必要があります” (p. 366)

the section called “[APIGateway.1] API Gateway REST および WebSocket API ログ記録を有効にする
必要があります” (p. 367)

the section called “[CloudFormation.1] CloudFormation スタックは、Simple Notification Service (SNS) 
と統合させる必要があります” (p. 377)
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the section called “[CloudFront.1] CloudFront ディストリビューションでは、デフォルトのルートオブ
ジェクトが設定されている必要があります” (p. 378)

the section called “[CloudFront.2] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンアクセスアイデ
ンティティを有効にする必要があります” (p. 379)

the section called “[CloudFront.3] CloudFront ディストリビューションでは、転送中に暗号化が必要と
なります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.4] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンフェイルオー
バーが設定されている必要があります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.5] CloudFront ディストリビューションでは、ログ記録を有効にする必
要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.6] CloudFront ディストリビューションでは、AWS WAF を有効にする
必要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.7] CloudFront ディストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明
書を使用する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.8] CloudFront ディストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS 
リクエストを処理する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.9] CloudFront ディストリビューションでは、カスタムオリジンへのト
ラフィックを暗号化する必要があります” (p. 383)

the section called “[CloudFront.10] CloudFront ディストリビューションは、エッジロケーションとカ
スタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください” (p. 384)

the section called “[CloudFront.12] CloudFront ディストリビューションは、存在しない S3 オリジンを
ポイントしない必要があります。” (p. 384)

the section called “[CodeBuild.1] CodeBuild GitHub または Bitbucket のソースリポジトリの URL 
は、OAuth を使用する必要があります” (p. 390)

the section called “[CodeBuild.2] CodeBuild プロジェクト環境変数にクリアテキストの認証情報を含め
ることはできません” (p. 391)

the section called “[DMS.1] AWS Database Migration Service レプリケーションインスタンスは、パブ
リックでない必要があります” (p. 395)

the section called “[EC2.1] Amazon EBS スナップショットはパブリックにしないでください。これ
は、誰でも復元可能であるかどうかを基に判断されます。” (p. 398)

the section called “[EC2.3] 添付済みの EBS ボリュームは、保管中に暗号化する必要がありま
す” (p. 400)

the section called “[EC2.4] 停止した EC2 インスタンスは、指定した期間後に削除する必要がありま
す” (p. 401)

the section called “[EC2.8] EC2 インスタンスは IMDSv2 を使用する必要があります” (p. 404)

the section called “[EC2.24] 準仮想化 EC2 インスタンスタイプは使用しないでください” (p. 415)

the section called “[EFS.1] Amazon EFS は、AWS KMS を使用して保管中のファイルデータを暗号化
するように設定する必要があります” (p. 426)

the section called “[EFS.2] Amazon EFS ボリュームは、バックアッププランに含める必要がありま
す” (p. 427)
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the section called “[ELB.2] HTTPS/SSL リスナーを使用する Classic Load Balancers は、AWS 
Certificate Manager によって提供される証明書を使用する必要があります。” (p. 431)

the section called “[ELB.4] Application Load Balancer は、HTTP ヘッダーを削除するように設定する
必要があります” (p. 433)

the section called “[ELB.8] HTTPS/SSL リスナーを使用する Classic Load Balancers は、強力な設定を
持つ事前定義されたセキュリティポリシーを使用する必要があります” (p. 436)

the section called “[ELBv2.1] Application Load Balancer は、すべての HTTP リクエストを HTTPS に
リダイレクトするように設定する必要があります” (p. 440)

the section called “[EMR.1] Amazon EMR クラスターマスターノードは、パブリック IP アドレスを設
定していない必要があります” (p. 441)

the section called “[ES.3] Elasticsearch ドメインは、ノード間で送信されるデータを暗号化する必要が
あります” (p. 444)

the section called “[GuardDuty.1] GuardDuty を有効にする必要があります” (p. 448)

the section called “[IAM.3] IAM ユーザーのアクセスキーは 90 日以内にローテーションする必要があり
ます” (p. 450)

the section called “[OpenSearch.7] OpenSearch ドメインは、きめ細かなアクセスコントロールを有効
にする必要があります” (p. 472)

the section called “[RDS.1] RDS スナップショットはプライベートである必要があります” (p. 473)

the section called “[RDS.9] データベースログ記録を有効にする必要があります” (p. 480)

the section called “[RDS.10] IAM 認証は RDS インスタンス用に設定する必要があります” (p. 483)

the section called “[RDS.14] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があ
ります” (p. 487)

the section called “[Redshift.3] Amazon Redshift クラスターでは、自動スナップショットが有効になっ
ている必要があります” (p. 498)

the section called “[SageMaker.1] SageMaker ノートブックインスタンスは、インターネットに直接ア
クセスできないようにする必要があります” (p. 513)

the section called “[SSM.2] Systems Manager によって管理されるすべての EC2 インスタンスは、
パッチ適用要件に準拠している必要があります。” (p. 523)

the section called “[SSM.3] Systems Manager によって管理されるインスタンスの関連付けコンプライ
アンスステータスは、COMPLIANT である必要があります” (p. 524)

the section called “[OpenSearch.1] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要がありま
す” (p. 468)

the section called “[OpenSearch.2] OpenSearch ドメインは VPC 内に含まれている必要がありま
す” (p. 468)

the section called “[OpenSearch.3] OpenSearch ドメインはノード間で送信されるデータを暗号化する
必要があります” (p. 469)

the section called “[OpenSearch.4] CloudWatch Logs への OpenSearch ドメインエラーのログ記録を
有効にする必要があります” (p. 470)

the section called “[OpenSearch.5] OpenSearch ドメインでは、監査ログ記録を有効にする必要があり
ます” (p. 470)
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the section called “[OpenSearch.6] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要で
す” (p. 471)

the section called “[OpenSearch.8] OpenSearch ドメインへの接続は TLS 1.2 を使用して暗号化する必
要があります” (p. 472)

the section called “[WAF.1] AWS WAF クラシックグローバルウェブ ACL ログ記録を有効にする必要
があります” (p. 526)

the section called “[WAF.6] WAF グローバルルールには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 529)

the section called “[WAF.7] WAF グローバルルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 530)

the section called “[WAF.8] WAF グローバルウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグルー
プが必要です” (p. 531)

アジアパシフィック (香港)
アジアパシフィック (香港) では、以下のコントロールはサポートされていません。

the section called “AWS Foundational Security Best Practices 標準” (p. 361)

the section called “[CloudFormation.1] CloudFormation スタックは、Simple Notification Service (SNS) 
と統合させる必要があります” (p. 377)

the section called “[CloudFront.1] CloudFront ディストリビューションでは、デフォルトのルートオブ
ジェクトが設定されている必要があります” (p. 378)

the section called “[CloudFront.2] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンアクセスアイデ
ンティティを有効にする必要があります” (p. 379)

the section called “[CloudFront.3] CloudFront ディストリビューションでは、転送中に暗号化が必要と
なります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.4] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンフェイルオー
バーが設定されている必要があります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.5] CloudFront ディストリビューションでは、ログ記録を有効にする必
要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.6] CloudFront ディストリビューションでは、AWS WAF を有効にする
必要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.7] CloudFront ディストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明
書を使用する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.8] CloudFront ディストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS 
リクエストを処理する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.9] CloudFront ディストリビューションでは、カスタムオリジンへのト
ラフィックを暗号化する必要があります” (p. 383)

the section called “[CloudFront.9] CloudFront ディストリビューションでは、カスタムオリジンへのト
ラフィックを暗号化する必要があります” (p. 383)

the section called “[CloudFront.12] CloudFront ディストリビューションは、存在しない S3 オリジンを
ポイントしない必要があります。” (p. 384)

the section called “[EC2.23] EC2 Transit Gateway は VPC アタッチメントリクエストを自動的に受け
付けるべきではありません” (p. 415)
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the section called “[EC2.24] 準仮想化 EC2 インスタンスタイプは使用しないでください” (p. 415)

the section called “[RDS.10] IAM 認証は RDS インスタンス用に設定する必要があります” (p. 483)

the section called “[RDS.14] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があ
ります” (p. 487)

the section called “[WAF.1] AWS WAF クラシックグローバルウェブ ACL ログ記録を有効にする必要
があります” (p. 526)

the section called “[WAF.6] WAF グローバルルールには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 529)

the section called “[WAF.7] WAF グローバルルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 530)

the section called “[WAF.8] WAF グローバルウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグルー
プが必要です” (p. 531)

アジアパシフィック (ジャカルタ)
以下のコントロールはアジアパシフィック (ジャカルタ) ではサポートされていません。

the section called “CIS AWS Foundations Benchmark v.1.2.0” (p. 536)

the section called “1.12 - ルートユーザーのアクセスキーが存在しないことを確認する” (p. 545)

the section called “1.20 – AWS Support でインシデントを管理するためのサポートロールが作成され
ていることを確認する” (p. 547)

the section called “2.9 - すべての VPC で VPC フローログ記録が有効であることを確認する ” (p. 557)

the section called “4.1 - どのセキュリティグループも 0.0.0.0/0 からポート 22 への入力を許可してい
ないことを確認する ” (p. 589)

the section called “4.2 - どのセキュリティグループも 0.0.0.0/0 からポート 3389 への入力を許可して
いないことを確認する ” (p. 590)

the section called “4.3 - すべての VPC のデフォルトセキュリティグループがすべてのトラフィックを
制限していることを確認する” (p. 591)

the section called “CIS AWS Foundations Benchmark v.1.4.0” (p. 592)

the section called “2.2.1 – EBS ボリュームの暗号化が有効であることを確認する” (p. 607)
the section called “PCI DSS” (p. 653)

the section called “[PCI.CodeBuild.1] CodeBuild GitHub または Bitbucket のソースリポジトリの URL 
は、OAuth を使用する必要がある” (p. 660)

the section called “[PCI.CodeBuild.2] CodeBuild プロジェクト環境変数にクリアテキストの認証情報を
含めるべきではない” (p. 661)

the section called “[PCI.DMS.1] AWS Database Migration Service レプリケーションインスタンスはパ
ブリックではない必要がある” (p. 667)

the section called “[PCI.EC2.1] Amazon EBS スナップショットをパブリックに復元できない” (p. 669)

the section called “[PCI.EC2.2] VPC のデフォルトのセキュリティグループで、インバウンドトラ
フィックとアウトバウンドトラフィックを禁止する必要がある” (p. 670)

the section called “[PCI.EC2.5] どのセキュリティグループでも 0.0.0.0/0 からポート 22 への入力を許
可していない必要がある” (p. 673)
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the section called “[PCI.EC2.6] すべての VPC で VPC フローログ記録を有効にする必要があ
る” (p. 674)

the section called “[PCI.ELBV2.1] Application Load Balancer は、すべての HTTP リクエストを HTTPS 
にリダイレクトするように設定する必要がある” (p. 676)

the section called “[PCI.ES.1] Elasticsearch ドメインは VPC 内に存在する必要がある” (p. 677)

the section called “[PCI.ES.2] Elasticsearch ドメインで保管中の暗号化を有効にする必要があ
る” (p. 679)

the section called “[PCI.GuardDuty.1] GuardDuty を有効にする必要がある” (p. 679)

the section called “[PCI.IAM.1] IAM ルートユーザーのアクセスキーが存在していてはならな
い” (p. 680)

the section called “[PCI.Lambda.2] Lambda 関数は VPC 内に存在する必要がある” (p. 691)

the section called “[PCI.OpenSearch.1] Amazon OpenSearch Service ドメインは VPC 内に存在してい
る必要がある” (p. 693)

the section called “[PCI.OpenSearch.2] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要があ
る” (p. 694)

the section called “[PCI.RDS.1] Amazon RDS スナップショットでパブリックアクセスを禁止する必要
があります” (p. 695)

the section called “[PCI.Redshift.1] Amazon Redshift クラスターはパブリックアクセスを禁止する必要
がある” (p. 699)

the section called “[PCI.SageMaker.1] Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、インター
ネットに直接アクセスできないようにする必要がある” (p. 708)

the section called “[PCI.SSM.1] Systems Manager によって管理される EC2 インスタンスは、パッ
チのインストール後に、パッチコンプライアンスのステータスが COMPLIANT である必要がありま
す” (p. 710)

the section called “[PCI.SSM.2] Systems Manager によって管理されるインスタンスの関連付けコンプ
ライアンスのステータスは COMPLIANT である必要がある” (p. 712)

the section called “[PCI.SSM.3] EC2 インスタンスは AWS Systems Manager により管理される必要が
ある” (p. 713)

the section called “AWS Foundational Security Best Practices 標準” (p. 361)

the section called “[APIGateway.1] API Gateway REST および WebSocket API ログ記録を有効にする
必要があります” (p. 367)

the section called “[APIGateway.2] API Gateway REST API ステージでは、バックエンド認証に SSL 
証明書を使用するように設定する必要があります” (p. 367)

the section called “[APIGateway.3] API Gateway REST API ステージでは、AWS X-Ray トレースを有
効にする必要があります” (p. 368)

the section called “[APIGateway.4] API Gateway は、AWS WAF ウェブ ACL に関連付けられている必
要があります” (p. 369)

the section called “[APIGateway.8] API Gateway ルートには認証タイプを指定する必要がありま
す” (p. 370)

the section called “[APIGateway.9] API Gateway V2 ステージにアクセスロギングを設定する必要があ
ります” (p. 371)

763



AWS Security Hub ユーザーガイド
アジアパシフィック (ジャカルタ)

the section called “[AutoScaling.2] Amazon EC2 Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティー
ゾーンをカバーする必要があります” (p. 373)

the section called “[AutoScaling.3] Auto Scaling グループは、EC2 インスタンスを、Instance 
Metadata Service Version 2 (IMDSv2) を必要とするように設定する必要があります” (p. 373)

the section called “[AutoScaling.4] Auto Scaling グループの起動設定では、メタデータ応答ホップ制限
が 1 を越えることはできません” (p. 374)

the section called “[Autoscaling.5] Auto Scaling グループの起動設定を使用して起動した Amazon EC2 
インスタンスは、パブリック IP アドレスを含みません” (p. 375)

the section called “[AutoScaling.6] Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティーゾーンで複数
のインスタンスタイプを使用する必要があります” (p. 376)

the section called “[Auto Scaling.9] EC2 Auto Scaling グループは EC2 起動テンプレートを使用する必
要があります” (p. 377)

the section called “[CloudFormation.1] CloudFormation スタックは、Simple Notification Service (SNS) 
と統合させる必要があります” (p. 377)

the section called “[CloudFront.1] CloudFront ディストリビューションでは、デフォルトのルートオブ
ジェクトが設定されている必要があります” (p. 378)

the section called “[CloudFront.2] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンアクセスアイデ
ンティティを有効にする必要があります” (p. 379)

the section called “[CloudFront.3] CloudFront ディストリビューションでは、転送中に暗号化が必要と
なります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.4] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンフェイルオー
バーが設定されている必要があります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.5] CloudFront ディストリビューションでは、ログ記録を有効にする必
要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.6] CloudFront ディストリビューションでは、AWS WAF を有効にする
必要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.7] CloudFront ディストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明
書を使用する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.8] CloudFront ディストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS 
リクエストを処理する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.9] CloudFront ディストリビューションでは、カスタムオリジンへのト
ラフィックを暗号化する必要があります” (p. 383)

the section called “[CloudFront.10] CloudFront ディストリビューションは、エッジロケーションとカ
スタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください” (p. 384)

the section called “[CloudFront.12] CloudFront ディストリビューションは、存在しない S3 オリジンを
ポイントしない必要があります。” (p. 384)

the section called “[CodeBuild.1] CodeBuild GitHub または Bitbucket のソースリポジトリの URL 
は、OAuth を使用する必要があります” (p. 390)

the section called “[CodeBuild.2] CodeBuild プロジェクト環境変数にクリアテキストの認証情報を含め
ることはできません” (p. 391)

the section called “[CodeBuild.3] CodeBuild S3 ログは暗号化する必要があります ” (p. 392)
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the section called “[CodeBuild.4] CodeBuild プロジェクト環境にはログ記録の設定が必要です” (p. 393)

the section called “[CodeBuild.5] CodeBuild プロジェクト環境では特権モードを有効にしないでくださ
い” (p. 393)

the section called “[DMS.1] AWS Database Migration Service レプリケーションインスタンスは、パブ
リックでない必要があります” (p. 395)

the section called “[DynamoDB.2] DynamoDB テーブルでは、ポイントインタイムリカバリが有効に
なっている必要があります。” (p. 397)

the section called “[DynamoDB.3] DynamoDB Accelerator (DAX) クラスターは、保管中に暗号化する
必要があります” (p. 398)

the section called “[EC2.1] Amazon EBS スナップショットはパブリックにしないでください。これ
は、誰でも復元可能であるかどうかを基に判断されます。” (p. 398)

the section called “[EC2.2] VPC のデフォルトのセキュリティグループでは、インバウンドトラフィッ
クとアウトバウンドトラフィックを許可しないようにする必要があります ” (p. 399)

the section called “[EC2.3] 添付済みの EBS ボリュームは、保管中に暗号化する必要がありま
す” (p. 400)

the section called “[EC2.4] 停止した EC2 インスタンスは、指定した期間後に削除する必要がありま
す” (p. 401)

the section called “[EC2.6] すべての VPC で VPC フローログ記録を有効にする必要があります 
” (p. 402)

the section called “[EC2.7] EBS のデフォルト暗号化を有効にする必要があります” (p. 403)

the section called “[EC2.8] EC2 インスタンスは IMDSv2 を使用する必要があります” (p. 404)

the section called “[EC2.9] EC2 インスタンスは、パブリック IP アドレスが設定されていない必要が
あります” (p. 405)

the section called “[EC2.10] Amazon EC2 サービス用に作成された VPC エンドポイントを使用するよ
うにAmazon EC2 を設定する必要があります” (p. 407)

the section called “[EC2.15] EC2 サブネットは、パブリック IP アドレスを自動的に割り当てないでく
ださい” (p. 408)

the section called “[EC2.16] 未使用のネットワークアクセスコントロールリストを削除する必要があり
ます” (p. 409)

the section called “[EC2.17] EC2 インスタンスは複数の ENI を使用しないでください” (p. 410)

the section called “[EC2.18] セキュリティグループは、許可されたポートに対して無制限の着信トラ
フィックのみを許可する必要があります。” (p. 411)

the section called “[EC2.20] AWS Site-to-Site VPN 接続用の VPN トンネルは、両方とも起動している
必要があります。” (p. 413)

the section called “[EC2.22] 未使用の EC2 セキュリティグループを削除する必要があります” (p. 414)

the section called “[EC2.24] 準仮想化 EC2 インスタンスタイプは使用しないでください” (p. 415)

the section called “[ECR.1] ECR プライベートリポジトリでは、イメージスキャニングが設定されてい
る必要があります” (p. 417)

the section called “[ECR.2] ECR プライベートリポジトリでは、タグのイミュータビリティが設定され
ている必要があります” (p. 418)

765



AWS Security Hub ユーザーガイド
アジアパシフィック (ジャカルタ)

the section called “[ECR.3] ECR リポジトリには、少なくとも 1 つのライフサイクルポリシーが設定さ
れている必要があります” (p. 419)

the section called “[ECS.3] ECS タスクの定義では、ホストのプロセス名前空間を共有しないでくださ
い” (p. 421)

the section called “[ECS.4] ECS コンテナは、非特権として実行する必要があります” (p. 422)

the section called “[ECS.5] ECS コンテナは、ルートファイルシステムへの読み取り専用アクセスに制
限する必要があります。” (p. 422)

the section called “[ECS.8] シークレットは、コンテナ環境の変数として渡さないでください” (p. 423)

the section called “[ECS.10] Fargate サービスは、Fargate プラットフォームの最新バージョンで実行
する必要があります。” (p. 424)

the section called “[ECS.12] ECS クラスターでは、Container Insights を有効にする必要がありま
す” (p. 425)

the section called “[EFS.1] Amazon EFS は、AWS KMS を使用して保管中のファイルデータを暗号化
するように設定する必要があります” (p. 426)

the section called “[EFS.2] Amazon EFS ボリュームは、バックアッププランに含める必要がありま
す” (p. 427)

the section called “[EFS.3] EFS アクセスポイントは、ルートディレクトリを適用する必要がありま
す” (p. 427)

the section called “[ElasticBeanstalk.1] Elastic Beanstalk 環境では、拡張ヘルスレポートを有効にする
必要があります。” (p. 430)

the section called “[ElasticBeanstalk.2] Elastic Beanstalk のマネージドプラットフォームの更新を有効
にする必要があります” (p. 431)

the section called “[ELB.2] HTTPS/SSL リスナーを使用する Classic Load Balancers は、AWS 
Certificate Manager によって提供される証明書を使用する必要があります。” (p. 431)

the section called “[ELB.3] Classic Load Balancer のリスナーは、HTTPS または TLS ターミネーショ
ンで設定する必要があります” (p. 432)

the section called “[ELB.4] Application Load Balancer は、HTTP ヘッダーを削除するように設定する
必要があります” (p. 433)

the section called “[ELB.6] Application Load Balancer で削除保護を有効にする必要がありま
す” (p. 435)

the section called “[ELB.8] HTTPS/SSL リスナーを使用する Classic Load Balancers は、強力な設定を
持つ事前定義されたセキュリティポリシーを使用する必要があります” (p. 436)

the section called “[ELB.9] Classic Load Balancer では、クロスゾーンロードバランシングが有効に
なっている必要があります” (p. 437)

the section called “[ELB.10] Classic Load Balancers は、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがっ
ている必要があります” (p. 437)

the section called “[ELB.12] Application Load Balancerは、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和
モードで構成する必要があります” (p. 438)

the section called “[ELB.13] アプリケーション、ネットワーク、Gateway Load Balancer は、複数のア
ベイラビリティーゾーンにまたがっている必要があります” (p. 439)
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the section called “[ELBv2.1] Application Load Balancer は、すべての HTTP リクエストを HTTPS に
リダイレクトするように設定する必要があります” (p. 440)

the section called “[EMR.1] Amazon EMR クラスターマスターノードは、パブリック IP アドレスを設
定していない必要があります” (p. 441)

the section called “[ES.1] Elasticsearch ドメインは、保管中の暗号化を有効にする必要がありま
す” (p. 442)

the section called “[ES.2] Elasticsearch ドメインは VPC 内に存在する必要があります” (p. 443)

the section called “[ES.3] Elasticsearch ドメインは、ノード間で送信されるデータを暗号化する必要が
あります” (p. 444)

the section called “[GuardDuty.1] GuardDuty を有効にする必要があります” (p. 448)

the section called “[IAM.4] IAM ルートユーザーアクセスキーが存在してはいけません” (p. 452)

the section called “[IAM.21] 作成する IAM カスタマーマネージドポリシーにはサービスのワイルド
カードアクションを許可してはいけません” (p. 456)

the section called “[KMS.1] IAM カスタマーマネージドポリシーでは、すべての KMS キーの復号化と
再暗号化アクションを許可してはいけません” (p. 458)

the section called “[KMS.2] IAM プリンシパルは、すべての KMS キーで復号化および再暗号化アク
ションを許可する IAM インラインポリシーを使用するべきではありません ” (p. 459)

the section called “[Lambda.5] VPC Lambda 関数は複数のアベイラビリティーゾーンで運用する必要
があります” (p. 463)

the section called “[Network Firewall.3] Network Firewall ポリシーには、1 つ以上のルールグループが
関連付けられている必要があります” (p. 464)

the section called “[NetworkFirewall.4] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアク
ションは、完全なパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。” (p. 465)

the section called “[NetworkFirewall.5] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアク
ションは、断片化されたパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。” (p. 466)

the section called “[OpenSearch.1] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要がありま
す” (p. 468)

the section called “[OpenSearch.2] OpenSearch ドメインは VPC 内に含まれている必要がありま
す” (p. 468)

the section called “[OpenSearch.3] OpenSearch ドメインはノード間で送信されるデータを暗号化する
必要があります” (p. 469)

the section called “[OpenSearch.4] CloudWatch Logs への OpenSearch ドメインエラーのログ記録を
有効にする必要があります” (p. 470)

the section called “[OpenSearch.5] OpenSearch ドメインでは、監査ログ記録を有効にする必要があり
ます” (p. 470)

the section called “[OpenSearch.6] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要で
す” (p. 471)

the section called “[OpenSearch.7] OpenSearch ドメインは、きめ細かなアクセスコントロールを有効
にする必要があります” (p. 472)

the section called “[OpenSearch.8] OpenSearch ドメインへの接続は TLS 1.2 を使用して暗号化する必
要があります” (p. 472)
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the section called “[RDS.1] RDS スナップショットはプライベートである必要があります” (p. 473)

the section called “[RDS.4] RDS クラスタースナップショットとデータベーススナップショットは保管
中に暗号化する必要があります” (p. 476)

the section called “[RDS.6] RDS DB インスタンスとクラスターの拡張モニタリングを設定する必要が
あります” (p. 478)

the section called “[RDS.7] RDS クラスターでは、削除保護が有効になっている必要がありま
す” (p. 478)

the section called “[RDS.8] RDS DB インスタンスで、削除保護が有効になっている必要がありま
す” (p. 479)

the section called “[RDS.9] データベースログ記録を有効にする必要があります” (p. 480)

the section called “[RDS.10] IAM 認証は RDS インスタンス用に設定する必要があります” (p. 483)

the section called “[RDS.11] Amazon RDS インスタンスでは、自動バックアップが有効になっている
必要があります” (p. 484)

the section called “[RDS.12] IAM 認証は RDS クラスター用に設定する必要があります” (p. 485)

the section called “[RDS.13] RDS 自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要がありま
す” (p. 486)

the section called “[RDS.14] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があ
ります” (p. 487)

the section called “[RDS.15] RDS DB クラスターを複数のアベイラビリティーゾーンに対して設定す
る必要があります” (p. 488)

the section called “[RDS.16] タグをスナップショットにコピーするように RDS DB クラスターを設定
する必要があります” (p. 489)

the section called “[RDS.24] RDS データベースクラスターはカスタム管理者ユーザーネームを使用す
る必要があります” (p. 495)

the section called “[RDS.25] RDS データベースインスタンスはカスタム管理者ユーザーネームを使用
する必要があります” (p. 496)

the section called “[PCI.Redshift.1] Amazon Redshift クラスターはパブリックアクセスを禁止する必要
があります” (p. 496)

the section called “[Redshift.2] Amazon Redshift クラスターへの接続は転送中に暗号化する必要があり
ます” (p. 497)

the section called “[Redshift.3] Amazon Redshift クラスターでは、自動スナップショットが有効になっ
ている必要があります” (p. 498)

the section called “[Redshift.7] Amazon Redshift クラスターは拡張 VPC ルーティングを使用する必要
があります” (p. 500)

the section called “[Redshift.8] Amazon Redshift クラスターはデフォルトの管理者ユーザーネームを使
用しないでください” (p. 501)

the section called “[Redshift.9] Redshift クラスターでは、デフォルトのデータベース名を使用しないで
ください” (p. 501)

the section called “[S3.8] S3 ブロックパブリックアクセス設定は、バケットレベルで有効にする必要
があります” (p. 508)
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the section called “[S3.10] バージョニングが有効な S3 バケットでは、ライフサイクルポリシーを設定
する必要があります” (p. 510)

the section called “[S3.11] S3 バケットでは、イベント通知を有効にする必要があります” (p. 510)

the section called “[S3.12] バケットへのユーザーアクセスを管理用として、S3 アクセスコントロール
リスト (ACL) を使用しないでください” (p. 511)

the section called “[S3.13] S3 バケットでは、ライフサイクルポリシーを設定する必要がありま
す” (p. 512)

the section called “[SageMaker.1] SageMaker ノートブックインスタンスは、インターネットに直接ア
クセスできないようにする必要があります” (p. 513)

the section called “[SageMaker.2] SageMaker ノートブックインスタンスはカスタム VPC で起動する
必要があります” (p. 514)

the section called “[SageMaker.3] ユーザーは SageMaker ノートブックインスタンスのルートアクセ
ス権を付与されてはなりません” (p. 515)

the section called “[SecretsManager.1] Secrets Manager のシークレットは、自動ローテーションを有
効にする必要があります” (p. 515)

the section called “[SecretsManager.2] 自動ローテーションを設定した Secrets Manager のシークレッ
トは正常にローテーションする必要があります” (p. 516)

the section called “[SecretsManager.3] 未使用の Secrets Manager のシークレットを削除しま
す” (p. 517)

the section called “[SecretsManager.4] Secrets Manager のシークレットは、指定された日数以内に
ローテーションする必要があります” (p. 518)

the section called “[SNS.1] SNS トピックは、AWS KMS を使用して保管中に暗号化する必要がありま
す。” (p. 520)

the section called “[SNS.2] トピックに送信される通知メッセージでは、配信ステータスのログ記録を
有効にする必要があります” (p. 520)

the section called “[SQS.1] Amazon SQS キューは保管中に暗号化する必要があります” (p. 521)

the section called “[SSM.1] EC2 インスタンスは AWS Systems Manager により管理される必要があり
ます” (p. 522)

the section called “[SSM.2] Systems Manager によって管理されるすべての EC2 インスタンスは、
パッチ適用要件に準拠している必要があります。” (p. 523)

the section called “[SSM.3] Systems Manager によって管理されるインスタンスの関連付けコンプライ
アンスステータスは、COMPLIANT である必要があります” (p. 524)

the section called “[WAF.1] AWS WAF クラシックグローバルウェブ ACL ログ記録を有効にする必要
があります” (p. 526)

the section called “[WAF.2] WAF リージョンルールには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 527)

the section called “[WAF.3] WAF リージョンルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 528)

the section called “[WAF.4] WAF Classic リージョンウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルール
グループが必要です” (p. 529)

the section called “[WAF.6] WAF グローバルルールには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 529)

the section called “[WAF.7] WAF グローバルルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 530)
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the section called “[WAF.8] WAF グローバルウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグルー
プが必要です” (p. 531)

the section called “[WAF.10] WAFV2 ウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグループが必
要です” (p. 531)

アジアパシフィック (ムンバイ)
アジアパシフィック (ムンバイ) では、以下のコントロールはサポートされていません。

the section called “AWS Foundational Security Best Practices 標準” (p. 361)

the section called “[CloudFront.1] CloudFront ディストリビューションでは、デフォルトのルートオブ
ジェクトが設定されている必要があります” (p. 378)

the section called “[CloudFront.2] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンアクセスアイデ
ンティティを有効にする必要があります” (p. 379)

the section called “[CloudFront.3] CloudFront ディストリビューションでは、転送中に暗号化が必要と
なります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.4] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンフェイルオー
バーが設定されている必要があります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.5] CloudFront ディストリビューションでは、ログ記録を有効にする必
要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.6] CloudFront ディストリビューションでは、AWS WAF を有効にする
必要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.7] CloudFront ディストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明
書を使用する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.8] CloudFront ディストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS 
リクエストを処理する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.9] CloudFront ディストリビューションでは、カスタムオリジンへのト
ラフィックを暗号化する必要があります” (p. 383)

the section called “[CloudFront.10] CloudFront ディストリビューションは、エッジロケーションとカ
スタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください” (p. 384)

the section called “[CloudFront.12] CloudFront ディストリビューションは、存在しない S3 オリジンを
ポイントしない必要があります。” (p. 384)

the section called “[EC2.23] EC2 Transit Gateway は VPC アタッチメントリクエストを自動的に受け
付けるべきではありません” (p. 415)

the section called “[EC2.24] 準仮想化 EC2 インスタンスタイプは使用しないでください” (p. 415)

the section called “[WAF.1] AWS WAF クラシックグローバルウェブ ACL ログ記録を有効にする必要
があります” (p. 526)

the section called “[WAF.6] WAF グローバルルールには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 529)

the section called “[WAF.7] WAF グローバルルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 530)

the section called “[WAF.8] WAF グローバルウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグルー
プが必要です” (p. 531)
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アジアパシフィック (大阪)
アジアパシフィック (大阪) では、以下のコントロールはサポートされていません。

the section called “CIS AWS Foundations Benchmark v.1.2.0” (p. 536)

the section called “1.12 - ルートユーザーのアクセスキーが存在しないことを確認する” (p. 545)

the section called “1.20 – AWS Support でインシデントを管理するためのサポートロールが作成され
ていることを確認する” (p. 547)

the section called “4.1 - どのセキュリティグループも 0.0.0.0/0 からポート 22 への入力を許可してい
ないことを確認する ” (p. 589)

the section called “4.2 - どのセキュリティグループも 0.0.0.0/0 からポート 3389 への入力を許可して
いないことを確認する ” (p. 590)

the section called “CIS AWS Foundations Benchmark v.1.4.0” (p. 592)

the section called “1.4 - ルートアカウントのアクセスキーが存在しないことを確認する” (p. 592)

the section called “1.17 - AWS Support でインシデントを管理するためのサポートロールが作成されて
いるようにする” (p. 602)

the section called “2.2.1 – EBS ボリュームの暗号化が有効であることを確認する” (p. 607)

the section called “2.1.5.2 - S3 ブロックパブリックアクセス設定は、バケットレベルで有効にする必
要があります” (p. 606)

the section called “PCI DSS” (p. 653)

the section called “[PCI.CodeBuild.1] CodeBuild GitHub または Bitbucket のソースリポジトリの URL 
は、OAuth を使用する必要がある” (p. 660)

the section called “[PCI.CodeBuild.2] CodeBuild プロジェクト環境変数にクリアテキストの認証情報を
含めるべきではない” (p. 661)

the section called “[PCI.DMS.1] AWS Database Migration Service レプリケーションインスタンスはパ
ブリックではない必要がある” (p. 667)

the section called “[PCI.EC2.1] Amazon EBS スナップショットをパブリックに復元できない” (p. 669)

the section called “[PCI.EC2.5] どのセキュリティグループでも 0.0.0.0/0 からポート 22 への入力を許
可していない必要がある” (p. 673)

the section called “[PCI.ELBV2.1] Application Load Balancer は、すべての HTTP リクエストを HTTPS 
にリダイレクトするように設定する必要がある” (p. 676)

the section called “[PCI.ES.1] Elasticsearch ドメインは VPC 内に存在する必要がある” (p. 677)

the section called “[PCI.ES.2] Elasticsearch ドメインで保管中の暗号化を有効にする必要があ
る” (p. 679)

the section called “[PCI.GuardDuty.1] GuardDuty を有効にする必要がある” (p. 679)

the section called “[PCI.IAM.1] IAM ルートユーザーのアクセスキーが存在していてはならな
い” (p. 680)

the section called “[PCI.Lambda.1] Lambda 関数は、パブリックアクセスを禁止する必要があ
る” (p. 689)

the section called “[PCI.Lambda.2] Lambda 関数は VPC 内に存在する必要がある” (p. 691)
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the section called “[PCI.RDS.1] Amazon RDS スナップショットでパブリックアクセスを禁止する必要
があります” (p. 695)

the section called “[PCI.Redshift.1] Amazon Redshift クラスターはパブリックアクセスを禁止する必要
がある” (p. 699)

the section called “[PCI.S3.6] S3 パブリックアクセスブロック設定を有効にする必要がある” (p. 707)

the section called “[PCI.SageMaker.1] Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、インター
ネットに直接アクセスできないようにする必要がある” (p. 708)

the section called “[PCI.SSM.1] Systems Manager によって管理される EC2 インスタンスは、パッ
チのインストール後に、パッチコンプライアンスのステータスが COMPLIANT である必要がありま
す” (p. 710)

the section called “[PCI.SSM.2] Systems Manager によって管理されるインスタンスの関連付けコンプ
ライアンスのステータスは COMPLIANT である必要がある” (p. 712)

the section called “AWS Foundational Security Best Practices 標準” (p. 361)

the section called “[APIGateway.2] API Gateway REST API ステージでは、バックエンド認証に SSL 
証明書を使用するように設定する必要があります” (p. 367)

the section called “[APIGateway.3] API Gateway REST API ステージでは、AWS X-Ray トレースを有
効にする必要があります” (p. 368)

the section called “[APIGateway.4] API Gateway は、AWS WAF ウェブ ACL に関連付けられている必
要があります” (p. 369)

the section called “[Autoscaling.5] Auto Scaling グループの起動設定を使用して起動した Amazon EC2 
インスタンスは、パブリック IP アドレスを含みません” (p. 375)

the section called “[CloudFormation.1] CloudFormation スタックは、Simple Notification Service (SNS) 
と統合させる必要があります” (p. 377)

the section called “[CloudFront.1] CloudFront ディストリビューションでは、デフォルトのルートオブ
ジェクトが設定されている必要があります” (p. 378)

the section called “[CloudFront.2] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンアクセスアイデ
ンティティを有効にする必要があります” (p. 379)

the section called “[CloudFront.3] CloudFront ディストリビューションでは、転送中に暗号化が必要と
なります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.4] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンフェイルオー
バーが設定されている必要があります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.5] CloudFront ディストリビューションでは、ログ記録を有効にする必
要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.6] CloudFront ディストリビューションでは、AWS WAF を有効にする
必要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.7] CloudFront ディストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明
書を使用する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.8] CloudFront ディストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS 
リクエストを処理する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.9] CloudFront ディストリビューションでは、カスタムオリジンへのト
ラフィックを暗号化する必要があります” (p. 383)
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the section called “[CloudFront.10] CloudFront ディストリビューションは、エッジロケーションとカ
スタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください” (p. 384)

the section called “[CloudFront.12] CloudFront ディストリビューションは、存在しない S3 オリジンを
ポイントしない必要があります。” (p. 384)

the section called “[CodeBuild.3] CodeBuild S3 ログは暗号化する必要があります ” (p. 392)

the section called “[CodeBuild.4] CodeBuild プロジェクト環境にはログ記録の設定が必要です” (p. 393)

the section called “[CodeBuild.5] CodeBuild プロジェクト環境では特権モードを有効にしないでくださ
い” (p. 393)

the section called “[EC2.15] EC2 サブネットは、パブリック IP アドレスを自動的に割り当てないでく
ださい” (p. 408)

the section called “[EC2.16] 未使用のネットワークアクセスコントロールリストを削除する必要があり
ます” (p. 409)

the section called “[EC2.17] EC2 インスタンスは複数の ENI を使用しないでください” (p. 410)

the section called “[EC2.18] セキュリティグループは、許可されたポートに対して無制限の着信トラ
フィックのみを許可する必要があります。” (p. 411)

the section called “[EC2.20] AWS Site-to-Site VPN 接続用の VPN トンネルは、両方とも起動している
必要があります。” (p. 413)

the section called “[EC2.22] 未使用の EC2 セキュリティグループを削除する必要があります” (p. 414)

the section called “[EC2.23] EC2 Transit Gateway は VPC アタッチメントリクエストを自動的に受け
付けるべきではありません” (p. 415)

the section called “[EC2.24] 準仮想化 EC2 インスタンスタイプは使用しないでください” (p. 415)

the section called “[ECR.1] ECR プライベートリポジトリでは、イメージスキャニングが設定されてい
る必要があります” (p. 417)

the section called “[ECR.2] ECR プライベートリポジトリでは、タグのイミュータビリティが設定され
ている必要があります” (p. 418)

the section called “[ECS.1] Amazon ECS タスク定義には、セキュアなネットワークモードとユーザー
定義が必要です。” (p. 420)

the section called “[ECS.2] Amazon ECS サービスには、パブリック IP アドレスを自動で割り当てな
いでください” (p. 420)

the section called “[ECS.3] ECS タスクの定義では、ホストのプロセス名前空間を共有しないでくださ
い” (p. 421)

the section called “[ECS.4] ECS コンテナは、非特権として実行する必要があります” (p. 422)

the section called “[ECS.8] シークレットは、コンテナ環境の変数として渡さないでください” (p. 423)

the section called “[ECS.10] Fargate サービスは、Fargate プラットフォームの最新バージョンで実行
する必要があります。” (p. 424)

the section called “[ECS.12] ECS クラスターでは、Container Insights を有効にする必要がありま
す” (p. 425)

the section called “[EFS.4] EFS アクセスポイントは、ユーザー ID を適用する必要がありま
す” (p. 428)

773



AWS Security Hub ユーザーガイド
アジアパシフィック (大阪)

the section called “[EKS.2] EKS クラスターは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行す
る必要があります。” (p. 429)

the section called “[ElasticBeanstalk.1] Elastic Beanstalk 環境では、拡張ヘルスレポートを有効にする
必要があります。” (p. 430)

the section called “[ElasticBeanstalk.2] Elastic Beanstalk のマネージドプラットフォームの更新を有効
にする必要があります” (p. 431)

the section called “[ELB.2] HTTPS/SSL リスナーを使用する Classic Load Balancers は、AWS 
Certificate Manager によって提供される証明書を使用する必要があります。” (p. 431)

the section called “[ELB.4] Application Load Balancer は、HTTP ヘッダーを削除するように設定する
必要があります” (p. 433)

the section called “[ELB.8] HTTPS/SSL リスナーを使用する Classic Load Balancers は、強力な設定を
持つ事前定義されたセキュリティポリシーを使用する必要があります” (p. 436)

the section called “[ELB.9] Classic Load Balancer では、クロスゾーンロードバランシングが有効に
なっている必要があります” (p. 437)

the section called “[IAM.4] IAM ルートユーザーアクセスキーが存在してはいけません” (p. 452)

the section called “[IAM.21] 作成する IAM カスタマーマネージドポリシーにはサービスのワイルド
カードアクションを許可してはいけません” (p. 456)

the section called “[KMS.1] IAM カスタマーマネージドポリシーでは、すべての KMS キーの復号化と
再暗号化アクションを許可してはいけません” (p. 458)

the section called “[KMS.2] IAM プリンシパルは、すべての KMS キーで復号化および再暗号化アク
ションを許可する IAM インラインポリシーを使用するべきではありません ” (p. 459)

the section called “[KMS.3] AWS KMS キーを意図せずに削除してはいけません” (p. 460)

the section called “[Lambda.2] Lambda 関数はサポートされているランタイムを使用する必要がありま
す” (p. 463)

the section called “[Lambda.5] VPC Lambda 関数は複数のアベイラビリティーゾーンで運用する必要
があります” (p. 463)

the section called “[OpenSearch.1] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要がありま
す” (p. 468)

the section called “[OpenSearch.2] OpenSearch ドメインは VPC 内に含まれている必要がありま
す” (p. 468)

the section called “[OpenSearch.3] OpenSearch ドメインはノード間で送信されるデータを暗号化する
必要があります” (p. 469)

the section called “[OpenSearch.4] CloudWatch Logs への OpenSearch ドメインエラーのログ記録を
有効にする必要があります” (p. 470)

the section called “[OpenSearch.5] OpenSearch ドメインでは、監査ログ記録を有効にする必要があり
ます” (p. 470)

the section called “[OpenSearch.6] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要で
す” (p. 471)

the section called “[OpenSearch.7] OpenSearch ドメインは、きめ細かなアクセスコントロールを有効
にする必要があります” (p. 472)
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the section called “[OpenSearch.8] OpenSearch ドメインへの接続は TLS 1.2 を使用して暗号化する必
要があります” (p. 472)

the section called “[RDS.9] データベースログ記録を有効にする必要があります” (p. 480)

the section called “[RDS.10] IAM 認証は RDS インスタンス用に設定する必要があります” (p. 483)

the section called “[RDS.12] IAM 認証は RDS クラスター用に設定する必要があります” (p. 485)

the section called “[RDS.13] RDS 自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要がありま
す” (p. 486)

the section called “[RDS.14] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があ
ります” (p. 487)

the section called “[RDS.15] RDS DB クラスターを複数のアベイラビリティーゾーンに対して設定す
る必要があります” (p. 488)

the section called “[Redshift.3] Amazon Redshift クラスターでは、自動スナップショットが有効になっ
ている必要があります” (p. 498)

the section called “[Redshift.7] Amazon Redshift クラスターは拡張 VPC ルーティングを使用する必要
があります” (p. 500)

the section called “[S3.8] S3 ブロックパブリックアクセス設定は、バケットレベルで有効にする必要
があります” (p. 508)

the section called “[SecretsManager.1] Secrets Manager のシークレットは、自動ローテーションを有
効にする必要があります” (p. 515)

the section called “[SecretsManager.3] 未使用の Secrets Manager のシークレットを削除しま
す” (p. 517)

the section called “[SecretsManager.4] Secrets Manager のシークレットは、指定された日数以内に
ローテーションする必要があります” (p. 518)

the section called “[WAF.1] AWS WAF クラシックグローバルウェブ ACL ログ記録を有効にする必要
があります” (p. 526)

the section called “[WAF.3] WAF リージョンルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 528)

the section called “[WAF.6] WAF グローバルルールには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 529)

the section called “[WAF.7] WAF グローバルルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 530)

the section called “[WAF.8] WAF グローバルウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグルー
プが必要です” (p. 531)

the section called “[WAF.10] WAFV2 ウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグループが必
要です” (p. 531)

アジアパシフィック (ソウル)
アジアパシフィック (ソウル) では、以下のコントロールはサポートされていません。

the section called “AWS Foundational Security Best Practices 標準” (p. 361)

the section called “[CloudFront.1] CloudFront ディストリビューションでは、デフォルトのルートオブ
ジェクトが設定されている必要があります” (p. 378)
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the section called “[CloudFront.2] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンアクセスアイデ
ンティティを有効にする必要があります” (p. 379)

the section called “[CloudFront.3] CloudFront ディストリビューションでは、転送中に暗号化が必要と
なります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.4] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンフェイルオー
バーが設定されている必要があります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.5] CloudFront ディストリビューションでは、ログ記録を有効にする必
要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.6] CloudFront ディストリビューションでは、AWS WAF を有効にする
必要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.7] CloudFront ディストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明
書を使用する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.8] CloudFront ディストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS 
リクエストを処理する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.9] CloudFront ディストリビューションでは、カスタムオリジンへのト
ラフィックを暗号化する必要があります” (p. 383)

the section called “[CloudFront.10] CloudFront ディストリビューションは、エッジロケーションとカ
スタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください” (p. 384)

the section called “[CloudFront.12] CloudFront ディストリビューションは、存在しない S3 オリジンを
ポイントしない必要があります。” (p. 384)

the section called “[EC2.24] 準仮想化 EC2 インスタンスタイプは使用しないでください” (p. 415)

the section called “[WAF.1] AWS WAF クラシックグローバルウェブ ACL ログ記録を有効にする必要
があります” (p. 526)

the section called “[WAF.6] WAF グローバルルールには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 529)

the section called “[WAF.7] WAF グローバルルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 530)

the section called “[WAF.8] WAF グローバルウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグルー
プが必要です” (p. 531)

アジアパシフィック (シンガポール)
アジアパシフィック (シンガポール) では、以下のコントロールはサポートされていません。

the section called “AWS Foundational Security Best Practices 標準” (p. 361)

the section called “[CloudFront.1] CloudFront ディストリビューションでは、デフォルトのルートオブ
ジェクトが設定されている必要があります” (p. 378)

the section called “[CloudFront.2] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンアクセスアイデ
ンティティを有効にする必要があります” (p. 379)

the section called “[CloudFront.3] CloudFront ディストリビューションでは、転送中に暗号化が必要と
なります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.4] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンフェイルオー
バーが設定されている必要があります” (p. 380)
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the section called “[CloudFront.5] CloudFront ディストリビューションでは、ログ記録を有効にする必
要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.6] CloudFront ディストリビューションでは、AWS WAF を有効にする
必要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.7] CloudFront ディストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明
書を使用する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.8] CloudFront ディストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS 
リクエストを処理する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.9] CloudFront ディストリビューションでは、カスタムオリジンへのト
ラフィックを暗号化する必要があります” (p. 383)

the section called “[CloudFront.10] CloudFront ディストリビューションは、エッジロケーションとカ
スタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください” (p. 384)

the section called “[CloudFront.12] CloudFront ディストリビューションは、存在しない S3 オリジンを
ポイントしない必要があります。” (p. 384)

the section called “[WAF.1] AWS WAF クラシックグローバルウェブ ACL ログ記録を有効にする必要
があります” (p. 526)

the section called “[WAF.6] WAF グローバルルールには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 529)

the section called “[WAF.7] WAF グローバルルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 530)

the section called “[WAF.8] WAF グローバルウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグルー
プが必要です” (p. 531)

アジアパシフィック (シドニー)
アジアパシフィック (シドニー) では、以下のコントロールはサポートされていません。

the section called “AWS Foundational Security Best Practices 標準” (p. 361)

the section called “[CloudFront.1] CloudFront ディストリビューションでは、デフォルトのルートオブ
ジェクトが設定されている必要があります” (p. 378)

the section called “[CloudFront.2] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンアクセスアイデ
ンティティを有効にする必要があります” (p. 379)

the section called “[CloudFront.3] CloudFront ディストリビューションでは、転送中に暗号化が必要と
なります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.4] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンフェイルオー
バーが設定されている必要があります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.5] CloudFront ディストリビューションでは、ログ記録を有効にする必
要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.6] CloudFront ディストリビューションでは、AWS WAF を有効にする
必要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.7] CloudFront ディストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明
書を使用する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.8] CloudFront ディストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS 
リクエストを処理する必要があります” (p. 382)
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the section called “[CloudFront.9] CloudFront ディストリビューションでは、カスタムオリジンへのト
ラフィックを暗号化する必要があります” (p. 383)

the section called “[CloudFront.10] CloudFront ディストリビューションは、エッジロケーションとカ
スタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください” (p. 384)

the section called “[CloudFront.12] CloudFront ディストリビューションは、存在しない S3 オリジンを
ポイントしない必要があります。” (p. 384)

the section called “[Redshift.3] Amazon Redshift クラスターでは、自動スナップショットが有効になっ
ている必要があります” (p. 498)

the section called “[WAF.1] AWS WAF クラシックグローバルウェブ ACL ログ記録を有効にする必要
があります” (p. 526)

the section called “[WAF.6] WAF グローバルルールには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 529)

the section called “[WAF.7] WAF グローバルルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 530)

the section called “[WAF.8] WAF グローバルウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグルー
プが必要です” (p. 531)

アジアパシフィック (東京)
アジアパシフィック (東京) では、以下のコントロールはサポートされていません。

the section called “AWS Foundational Security Best Practices 標準” (p. 361)

the section called “[CloudFront.1] CloudFront ディストリビューションでは、デフォルトのルートオブ
ジェクトが設定されている必要があります” (p. 378)

the section called “[CloudFront.2] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンアクセスアイデ
ンティティを有効にする必要があります” (p. 379)

the section called “[CloudFront.3] CloudFront ディストリビューションでは、転送中に暗号化が必要と
なります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.4] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンフェイルオー
バーが設定されている必要があります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.5] CloudFront ディストリビューションでは、ログ記録を有効にする必
要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.6] CloudFront ディストリビューションでは、AWS WAF を有効にする
必要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.7] CloudFront ディストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明
書を使用する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.8] CloudFront ディストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS 
リクエストを処理する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.9] CloudFront ディストリビューションでは、カスタムオリジンへのト
ラフィックを暗号化する必要があります” (p. 383)

the section called “[CloudFront.10] CloudFront ディストリビューションは、エッジロケーションとカ
スタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください” (p. 384)

the section called “[CloudFront.12] CloudFront ディストリビューションは、存在しない S3 オリジンを
ポイントしない必要があります。” (p. 384)
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the section called “[WAF.1] AWS WAF クラシックグローバルウェブ ACL ログ記録を有効にする必要
があります” (p. 526)

the section called “[WAF.6] WAF グローバルルールには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 529)

the section called “[WAF.7] WAF グローバルルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 530)

the section called “[WAF.8] WAF グローバルウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグルー
プが必要です” (p. 531)

カナダ (中部)
カナダ (中部) では、以下のコントロールはサポートされていません。

the section called “AWS Foundational Security Best Practices 標準” (p. 361)

the section called “[CloudFront.1] CloudFront ディストリビューションでは、デフォルトのルートオブ
ジェクトが設定されている必要があります” (p. 378)

the section called “[CloudFront.2] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンアクセスアイデ
ンティティを有効にする必要があります” (p. 379)

the section called “[CloudFront.3] CloudFront ディストリビューションでは、転送中に暗号化が必要と
なります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.4] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンフェイルオー
バーが設定されている必要があります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.5] CloudFront ディストリビューションでは、ログ記録を有効にする必
要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.6] CloudFront ディストリビューションでは、AWS WAF を有効にする
必要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.7] CloudFront ディストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明
書を使用する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.8] CloudFront ディストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS 
リクエストを処理する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.9] CloudFront ディストリビューションでは、カスタムオリジンへのト
ラフィックを暗号化する必要があります” (p. 383)

the section called “[CloudFront.10] CloudFront ディストリビューションは、エッジロケーションとカ
スタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください” (p. 384)

the section called “[CloudFront.12] CloudFront ディストリビューションは、存在しない S3 オリジンを
ポイントしない必要があります。” (p. 384)

the section called “[EC2.24] 準仮想化 EC2 インスタンスタイプは使用しないでください” (p. 415)

the section called “[WAF.1] AWS WAF クラシックグローバルウェブ ACL ログ記録を有効にする必要
があります” (p. 526)

the section called “[WAF.6] WAF グローバルルールには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 529)

the section called “[WAF.7] WAF グローバルルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 530)

the section called “[WAF.8] WAF グローバルウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグルー
プが必要です” (p. 531)
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中国 (北京)
中国 (北京) では、以下のコントロールはサポートされていません。

the section called “CIS AWS Foundations Benchmark v.1.2.0” (p. 536)

the section called “1.13 - MFA がルートユーザーで有効になっていることを確認する” (p. 545)

the section called “1.14 - ハードウェア MFA がルートユーザーで有効になっていることを確認する 
” (p. 546)

the section called “CIS AWS Foundations Benchmark v.1.4.0” (p. 592)

the section called “1.5 – 「ルート」ユーザーアカウントで MFA が有効であることを確認する” (p. 593)

the section called “1.6 - ハードウェア MFA がルートユーザーアカウントに対して有効であることを確
認する” (p. 594)

the section called “2.1.5.1 – S3 ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要がありま
す” (p. 605)

the section called “2.1.5.2 - S3 ブロックパブリックアクセス設定は、バケットレベルで有効にする必
要があります” (p. 606)

the section called “5.1 – ネットワーク ACL が 0.0.0.0/0 からリモートサーバー管理ポートへの侵入を
許可していないことを確認する” (p. 642)

the section called “PCI DSS” (p. 653)

the section called “[PCI.GuardDuty.1] GuardDuty を有効にする必要がある” (p. 679)

the section called “[PCI.IAM.4] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があ
る” (p. 683)

the section called “[PCI.IAM.5] ルートユーザーに対して仮想 MFA を有効にする必要がある” (p. 684)

the section called “[PCI.Lambda.1] Lambda 関数は、パブリックアクセスを禁止する必要があ
る” (p. 689)

the section called “[PCI.Lambda.2] Lambda 関数は VPC 内に存在する必要がある” (p. 691)

the section called “[PCI.SageMaker.1] Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、インター
ネットに直接アクセスできないようにする必要がある” (p. 708)

the section called “AWS Foundational Security Best Practices 標準” (p. 361)

the section called “[Account.1] AWS アカウント について、セキュリティの連絡先情報を提供する必要
があります” (p. 365)

the section called “[ACM.1] インポートされ ACM によって発行された証明書は、一定期間後に更新す
る必要があります” (p. 366)

the section called “[APIGateway.2] API Gateway REST API ステージでは、バックエンド認証に SSL 
証明書を使用するように設定する必要があります” (p. 367)

the section called “[APIGateway.3] API Gateway REST API ステージでは、AWS X-Ray トレースを有
効にする必要があります” (p. 368)

the section called “[APIGateway.4] API Gateway は、AWS WAF ウェブ ACL に関連付けられている必
要があります” (p. 369)

the section called “[APIGateway.8] API Gateway ルートには認証タイプを指定する必要がありま
す” (p. 370)
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the section called “[APIGateway.9] API Gateway V2 ステージにアクセスロギングを設定する必要があ
ります” (p. 371)

the section called “[AutoScaling.2] Amazon EC2 Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティー
ゾーンをカバーする必要があります” (p. 373)

the section called “[AutoScaling.3] Auto Scaling グループは、EC2 インスタンスを、Instance 
Metadata Service Version 2 (IMDSv2) を必要とするように設定する必要があります” (p. 373)

the section called “[AutoScaling.4] Auto Scaling グループの起動設定では、メタデータ応答ホップ制限
が 1 を越えることはできません” (p. 374)

the section called “[AutoScaling.6] Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティーゾーンで複数
のインスタンスタイプを使用する必要があります” (p. 376)

the section called “[Auto Scaling.9] EC2 Auto Scaling グループは EC2 起動テンプレートを使用する必
要があります” (p. 377)

the section called “[CloudFormation.1] CloudFormation スタックは、Simple Notification Service (SNS) 
と統合させる必要があります” (p. 377)

the section called “[CloudFront.1] CloudFront ディストリビューションでは、デフォルトのルートオブ
ジェクトが設定されている必要があります” (p. 378)

the section called “[CloudFront.2] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンアクセスアイデ
ンティティを有効にする必要があります” (p. 379)

the section called “[CloudFront.3] CloudFront ディストリビューションでは、転送中に暗号化が必要と
なります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.4] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンフェイルオー
バーが設定されている必要があります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.5] CloudFront ディストリビューションでは、ログ記録を有効にする必
要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.6] CloudFront ディストリビューションでは、AWS WAF を有効にする
必要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.7] CloudFront ディストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明
書を使用する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.8] CloudFront ディストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS 
リクエストを処理する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.9] CloudFront ディストリビューションでは、カスタムオリジンへのト
ラフィックを暗号化する必要があります” (p. 383)

the section called “[CloudFront.10] CloudFront ディストリビューションは、エッジロケーションとカ
スタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください” (p. 384)

the section called “[CloudFront.12] CloudFront ディストリビューションは、存在しない S3 オリジンを
ポイントしない必要があります。” (p. 384)

the section called “[CodeBuild.3] CodeBuild S3 ログは暗号化する必要があります ” (p. 392)

the section called “[CodeBuild.4] CodeBuild プロジェクト環境にはログ記録の設定が必要です” (p. 393)

the section called “[CodeBuild.5] CodeBuild プロジェクト環境では特権モードを有効にしないでくださ
い” (p. 393)
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the section called “[EC2.15] EC2 サブネットは、パブリック IP アドレスを自動的に割り当てないでく
ださい” (p. 408)

the section called “[EC2.16] 未使用のネットワークアクセスコントロールリストを削除する必要があり
ます” (p. 409)

the section called “[EC2.20] AWS Site-to-Site VPN 接続用の VPN トンネルは、両方とも起動している
必要があります。” (p. 413)

the section called “[EC2.21] ネットワーク ACL は、0.0.0.0/0 からポート 22、またはポート 3389 への
侵入をを許可しないようにする必要があります” (p. 414)

the section called “[EC2.22] 未使用の EC2 セキュリティグループを削除する必要があります” (p. 414)

the section called “[EC2.23] EC2 Transit Gateway は VPC アタッチメントリクエストを自動的に受け
付けるべきではありません” (p. 415)

the section called “[EC2.24] 準仮想化 EC2 インスタンスタイプは使用しないでください” (p. 415)

the section called “[EC2.25] EC2 起動テンプレートはパブリック IP をネットワークインターフェース
に割り当ててはなりません” (p. 417)

the section called “[ECR.1] ECR プライベートリポジトリでは、イメージスキャニングが設定されてい
る必要があります” (p. 417)

the section called “[ECR.2] ECR プライベートリポジトリでは、タグのイミュータビリティが設定され
ている必要があります” (p. 418)

the section called “[ECR.3] ECR リポジトリには、少なくとも 1 つのライフサイクルポリシーが設定さ
れている必要があります” (p. 419)

the section called “[ECS.1] Amazon ECS タスク定義には、セキュアなネットワークモードとユーザー
定義が必要です。” (p. 420)

the section called “[ECS.3] ECS タスクの定義では、ホストのプロセス名前空間を共有しないでくださ
い” (p. 421)

the section called “[ECS.4] ECS コンテナは、非特権として実行する必要があります” (p. 422)

the section called “[ECS.5] ECS コンテナは、ルートファイルシステムへの読み取り専用アクセスに制
限する必要があります。” (p. 422)

the section called “[ECS.8] シークレットは、コンテナ環境の変数として渡さないでください” (p. 423)

the section called “[ECS.10] Fargate サービスは、Fargate プラットフォームの最新バージョンで実行
する必要があります。” (p. 424)

the section called “[ECS.12] ECS クラスターでは、Container Insights を有効にする必要がありま
す” (p. 425)

the section called “[EFS.3] EFS アクセスポイントは、ルートディレクトリを適用する必要がありま
す” (p. 427)

the section called “[EFS.4] EFS アクセスポイントは、ユーザー ID を適用する必要がありま
す” (p. 428)

the section called “[EKS.2] EKS クラスターは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行す
る必要があります。” (p. 429)

the section called “[ElasticBeanstalk.1] Elastic Beanstalk 環境では、拡張ヘルスレポートを有効にする
必要があります。” (p. 430)
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the section called “[ElasticBeanstalk.2] Elastic Beanstalk のマネージドプラットフォームの更新を有効
にする必要があります” (p. 431)

the section called “[ELB.2] HTTPS/SSL リスナーを使用する Classic Load Balancers は、AWS 
Certificate Manager によって提供される証明書を使用する必要があります。” (p. 431)

the section called “[ELB.10] Classic Load Balancers は、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがっ
ている必要があります” (p. 437)

the section called “[ELB.12] Application Load Balancerは、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和
モードで構成する必要があります” (p. 438)

the section called “[ELB.13] アプリケーション、ネットワーク、Gateway Load Balancer は、複数のア
ベイラビリティーゾーンにまたがっている必要があります” (p. 439)

the section called “[ELB.14] Application Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和
モードで設定する必要があります” (p. 440)

the section called “[ES.3] Elasticsearch ドメインは、ノード間で送信されるデータを暗号化する必要が
あります” (p. 444)

the section called “[ES.4] CloudWatch Logs への Elasticsearch ドメインエラーログ記録を有効にする
必要があります” (p. 444)

the section called “[GuardDuty.1] GuardDuty を有効にする必要があります” (p. 448)

the section called “[IAM.6] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要がありま
す” (p. 453)

the section called “[IAM.21] 作成する IAM カスタマーマネージドポリシーにはサービスのワイルド
カードアクションを許可してはいけません” (p. 456)

the section called “[Kinesis.1] Kinesis Data Streams は、保管中に暗号化する必要があります” (p. 457)

the section called “[Lambda.1] Lambda 関数ポリシーでは、パブリックアクセスを禁止する必要があり
ます” (p. 461)

the section called “[Lambda.2] Lambda 関数はサポートされているランタイムを使用する必要がありま
す” (p. 463)

the section called “[Lambda.5] VPC Lambda 関数は複数のアベイラビリティーゾーンで運用する必要
があります” (p. 463)

the section called “[Network Firewall.3] Network Firewall ポリシーには、1 つ以上のルールグループが
関連付けられている必要があります” (p. 464)

the section called “[NetworkFirewall.4] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアク
ションは、完全なパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。” (p. 465)

the section called “[NetworkFirewall.5] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアク
ションは、断片化されたパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。” (p. 466)

the section called “[OpenSearch.1] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要がありま
す” (p. 468)

the section called “[OpenSearch.2] OpenSearch ドメインは VPC 内に含まれている必要がありま
す” (p. 468)

the section called “[OpenSearch.3] OpenSearch ドメインはノード間で送信されるデータを暗号化する
必要があります” (p. 469)
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the section called “[OpenSearch.4] CloudWatch Logs への OpenSearch ドメインエラーのログ記録を
有効にする必要があります” (p. 470)

the section called “[OpenSearch.5] OpenSearch ドメインでは、監査ログ記録を有効にする必要があり
ます” (p. 470)

the section called “[OpenSearch.6] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要で
す” (p. 471)

the section called “[OpenSearch.7] OpenSearch ドメインは、きめ細かなアクセスコントロールを有効
にする必要があります” (p. 472)

the section called “[OpenSearch.8] OpenSearch ドメインへの接続は TLS 1.2 を使用して暗号化する必
要があります” (p. 472)

the section called “[RDS.7] RDS クラスターでは、削除保護が有効になっている必要がありま
す” (p. 478)

the section called “[RDS.10] IAM 認証は RDS インスタンス用に設定する必要があります” (p. 483)

the section called “[RDS.12] IAM 認証は RDS クラスター用に設定する必要があります” (p. 485)

the section called “[RDS.13] RDS 自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要がありま
す” (p. 486)

the section called “[RDS.14] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があ
ります” (p. 487)

the section called “[RDS.15] RDS DB クラスターを複数のアベイラビリティーゾーンに対して設定す
る必要があります” (p. 488)

the section called “[RDS.16] タグをスナップショットにコピーするように RDS DB クラスターを設定
する必要があります” (p. 489)

the section called “[RDS.24] RDS データベースクラスターはカスタム管理者ユーザーネームを使用す
る必要があります” (p. 495)

the section called “[RDS.25] RDS データベースインスタンスはカスタム管理者ユーザーネームを使用
する必要があります” (p. 496)

the section called “[Redshift.7] Amazon Redshift クラスターは拡張 VPC ルーティングを使用する必要
があります” (p. 500)

the section called “[Redshift.8] Amazon Redshift クラスターはデフォルトの管理者ユーザーネームを使
用しないでください” (p. 501)

the section called “[Redshift.9] Redshift クラスターでは、デフォルトのデータベース名を使用しないで
ください” (p. 501)

the section called “[S3.1] S3 ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります” (p. 502)

the section called “[S3.8] S3 ブロックパブリックアクセス設定は、バケットレベルで有効にする必要
があります” (p. 508)

the section called “[S3.11] S3 バケットでは、イベント通知を有効にする必要があります” (p. 510)

the section called “[S3.12] バケットへのユーザーアクセスを管理用として、S3 アクセスコントロール
リスト (ACL) を使用しないでください” (p. 511)

the section called “[S3.13] S3 バケットでは、ライフサイクルポリシーを設定する必要がありま
す” (p. 512)
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the section called “[SageMaker.1] SageMaker ノートブックインスタンスは、インターネットに直接ア
クセスできないようにする必要があります” (p. 513)

the section called “[SageMaker.2] SageMaker ノートブックインスタンスはカスタム VPC で起動する
必要があります” (p. 514)

the section called “[SageMaker.3] ユーザーは SageMaker ノートブックインスタンスのルートアクセ
ス権を付与されてはなりません” (p. 515)

the section called “[SecretsManager.3] 未使用の Secrets Manager のシークレットを削除しま
す” (p. 517)

the section called “[SecretsManager.4] Secrets Manager のシークレットは、指定された日数以内に
ローテーションする必要があります” (p. 518)

the section called “[SNS.2] トピックに送信される通知メッセージでは、配信ステータスのログ記録を
有効にする必要があります” (p. 520)

the section called “[WAF.1] AWS WAF クラシックグローバルウェブ ACL ログ記録を有効にする必要
があります” (p. 526)

the section called “[WAF.2] WAF リージョンルールには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 527)

the section called “[WAF.3] WAF リージョンルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 528)

the section called “[WAF.4] WAF Classic リージョンウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルール
グループが必要です” (p. 529)

the section called “[WAF.6] WAF グローバルルールには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 529)

the section called “[WAF.7] WAF グローバルルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 530)

the section called “[WAF.8] WAF グローバルウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグルー
プが必要です” (p. 531)

the section called “[WAF.10] WAFV2 ウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグループが必
要です” (p. 531)

中国 (寧夏)
中国 (寧夏) では、以下のコントロールはサポートされていません。

the section called “CIS AWS Foundations Benchmark v.1.2.0” (p. 536)

the section called “1.13 - MFA がルートユーザーで有効になっていることを確認する” (p. 545)

the section called “1.14 - ハードウェア MFA がルートユーザーで有効になっていることを確認する 
” (p. 546)

the section called “CIS AWS Foundations Benchmark v.1.4.0” (p. 592)

the section called “1.5 – 「ルート」ユーザーアカウントで MFA が有効であることを確認する” (p. 593)

the section called “1.6 - ハードウェア MFA がルートユーザーアカウントに対して有効であることを確
認する” (p. 594)

the section called “2.1.5.1 – S3 ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要がありま
す” (p. 605)

the section called “2.1.5.2 - S3 ブロックパブリックアクセス設定は、バケットレベルで有効にする必
要があります” (p. 606)

785



AWS Security Hub ユーザーガイド
中国 (寧夏)

the section called “5.1 – ネットワーク ACL が 0.0.0.0/0 からリモートサーバー管理ポートへの侵入を
許可していないことを確認する” (p. 642)

the section called “PCI DSS” (p. 653)

the section called “[PCI.GuardDuty.1] GuardDuty を有効にする必要がある” (p. 679)

the section called “[PCI.IAM.4] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があ
る” (p. 683)

the section called “[PCI.IAM.5] ルートユーザーに対して仮想 MFA を有効にする必要がある” (p. 684)

the section called “[PCI.Lambda.1] Lambda 関数は、パブリックアクセスを禁止する必要があ
る” (p. 689)

the section called “[PCI.Lambda.2] Lambda 関数は VPC 内に存在する必要がある” (p. 691)

the section called “[PCI.SageMaker.1] Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、インター
ネットに直接アクセスできないようにする必要がある” (p. 708)

the section called “AWS Foundational Security Best Practices 標準” (p. 361)

the section called “[Account.1] AWS アカウント について、セキュリティの連絡先情報を提供する必要
があります” (p. 365)

the section called “[ACM.1] インポートされ ACM によって発行された証明書は、一定期間後に更新す
る必要があります” (p. 366)

the section called “[APIGateway.2] API Gateway REST API ステージでは、バックエンド認証に SSL 
証明書を使用するように設定する必要があります” (p. 367)

the section called “[APIGateway.3] API Gateway REST API ステージでは、AWS X-Ray トレースを有
効にする必要があります” (p. 368)

the section called “[APIGateway.4] API Gateway は、AWS WAF ウェブ ACL に関連付けられている必
要があります” (p. 369)

the section called “[APIGateway.8] API Gateway ルートには認証タイプを指定する必要がありま
す” (p. 370)

the section called “[APIGateway.9] API Gateway V2 ステージにアクセスロギングを設定する必要があ
ります” (p. 371)

the section called “[AutoScaling.2] Amazon EC2 Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティー
ゾーンをカバーする必要があります” (p. 373)

the section called “[AutoScaling.3] Auto Scaling グループは、EC2 インスタンスを、Instance 
Metadata Service Version 2 (IMDSv2) を必要とするように設定する必要があります” (p. 373)

the section called “[AutoScaling.4] Auto Scaling グループの起動設定では、メタデータ応答ホップ制限
が 1 を越えることはできません” (p. 374)

the section called “[AutoScaling.6] Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティーゾーンで複数
のインスタンスタイプを使用する必要があります” (p. 376)

the section called “[Auto Scaling.9] EC2 Auto Scaling グループは EC2 起動テンプレートを使用する必
要があります” (p. 377)

the section called “[CloudFormation.1] CloudFormation スタックは、Simple Notification Service (SNS) 
と統合させる必要があります” (p. 377)

the section called “[CloudFront.1] CloudFront ディストリビューションでは、デフォルトのルートオブ
ジェクトが設定されている必要があります” (p. 378)
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the section called “[CloudFront.2] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンアクセスアイデ
ンティティを有効にする必要があります” (p. 379)

the section called “[CloudFront.3] CloudFront ディストリビューションでは、転送中に暗号化が必要と
なります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.4] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンフェイルオー
バーが設定されている必要があります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.5] CloudFront ディストリビューションでは、ログ記録を有効にする必
要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.6] CloudFront ディストリビューションでは、AWS WAF を有効にする
必要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.7] CloudFront ディストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明
書を使用する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.8] CloudFront ディストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS 
リクエストを処理する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.9] CloudFront ディストリビューションでは、カスタムオリジンへのト
ラフィックを暗号化する必要があります” (p. 383)

the section called “[CloudFront.10] CloudFront ディストリビューションは、エッジロケーションとカ
スタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください” (p. 384)

the section called “[CloudFront.12] CloudFront ディストリビューションは、存在しない S3 オリジンを
ポイントしない必要があります。” (p. 384)

the section called “[CodeBuild.3] CodeBuild S3 ログは暗号化する必要があります ” (p. 392)

the section called “[CodeBuild.4] CodeBuild プロジェクト環境にはログ記録の設定が必要です” (p. 393)

the section called “[CodeBuild.5] CodeBuild プロジェクト環境では特権モードを有効にしないでくださ
い” (p. 393)

the section called “[EC2.15] EC2 サブネットは、パブリック IP アドレスを自動的に割り当てないでく
ださい” (p. 408)

the section called “[EC2.16] 未使用のネットワークアクセスコントロールリストを削除する必要があり
ます” (p. 409)

the section called “[EC2.20] AWS Site-to-Site VPN 接続用の VPN トンネルは、両方とも起動している
必要があります。” (p. 413)

the section called “[EC2.21] ネットワーク ACL は、0.0.0.0/0 からポート 22、またはポート 3389 への
侵入をを許可しないようにする必要があります” (p. 414)

the section called “[EC2.22] 未使用の EC2 セキュリティグループを削除する必要があります” (p. 414)

the section called “[EC2.23] EC2 Transit Gateway は VPC アタッチメントリクエストを自動的に受け
付けるべきではありません” (p. 415)

the section called “[EC2.24] 準仮想化 EC2 インスタンスタイプは使用しないでください” (p. 415)

the section called “[EC2.25] EC2 起動テンプレートはパブリック IP をネットワークインターフェース
に割り当ててはなりません” (p. 417)

the section called “[ECR.1] ECR プライベートリポジトリでは、イメージスキャニングが設定されてい
る必要があります” (p. 417)
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the section called “[ECR.2] ECR プライベートリポジトリでは、タグのイミュータビリティが設定され
ている必要があります” (p. 418)

the section called “[ECR.3] ECR リポジトリには、少なくとも 1 つのライフサイクルポリシーが設定さ
れている必要があります” (p. 419)

the section called “[ECS.1] Amazon ECS タスク定義には、セキュアなネットワークモードとユーザー
定義が必要です。” (p. 420)

the section called “[ECS.3] ECS タスクの定義では、ホストのプロセス名前空間を共有しないでくださ
い” (p. 421)

the section called “[ECS.4] ECS コンテナは、非特権として実行する必要があります” (p. 422)

the section called “[ECS.5] ECS コンテナは、ルートファイルシステムへの読み取り専用アクセスに制
限する必要があります。” (p. 422)

the section called “[ECS.8] シークレットは、コンテナ環境の変数として渡さないでください” (p. 423)

the section called “[ECS.10] Fargate サービスは、Fargate プラットフォームの最新バージョンで実行
する必要があります。” (p. 424)

the section called “[ECS.12] ECS クラスターでは、Container Insights を有効にする必要がありま
す” (p. 425)

the section called “[EFS.3] EFS アクセスポイントは、ルートディレクトリを適用する必要がありま
す” (p. 427)

the section called “[EFS.4] EFS アクセスポイントは、ユーザー ID を適用する必要がありま
す” (p. 428)

the section called “[EKS.2] EKS クラスターは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行す
る必要があります。” (p. 429)

the section called “[ElasticBeanstalk.1] Elastic Beanstalk 環境では、拡張ヘルスレポートを有効にする
必要があります。” (p. 430)

the section called “[ElasticBeanstalk.2] Elastic Beanstalk のマネージドプラットフォームの更新を有効
にする必要があります” (p. 431)

the section called “[ELB.2] HTTPS/SSL リスナーを使用する Classic Load Balancers は、AWS 
Certificate Manager によって提供される証明書を使用する必要があります。” (p. 431)

the section called “[ELB.10] Classic Load Balancers は、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがっ
ている必要があります” (p. 437)

the section called “[ELB.12] Application Load Balancerは、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和
モードで構成する必要があります” (p. 438)

the section called “[ELB.13] アプリケーション、ネットワーク、Gateway Load Balancer は、複数のア
ベイラビリティーゾーンにまたがっている必要があります” (p. 439)

the section called “[ELB.14] Application Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和
モードで設定する必要があります” (p. 440)

the section called “[ES.3] Elasticsearch ドメインは、ノード間で送信されるデータを暗号化する必要が
あります” (p. 444)

the section called “[ES.4] CloudWatch Logs への Elasticsearch ドメインエラーログ記録を有効にする
必要があります” (p. 444)
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the section called “[GuardDuty.1] GuardDuty を有効にする必要があります” (p. 448)

the section called “[IAM.6] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要がありま
す” (p. 453)

the section called “[IAM.21] 作成する IAM カスタマーマネージドポリシーにはサービスのワイルド
カードアクションを許可してはいけません” (p. 456)

the section called “[Kinesis.1] Kinesis Data Streams は、保管中に暗号化する必要があります” (p. 457)

the section called “[Lambda.1] Lambda 関数ポリシーでは、パブリックアクセスを禁止する必要があり
ます” (p. 461)

the section called “[Lambda.2] Lambda 関数はサポートされているランタイムを使用する必要がありま
す” (p. 463)

the section called “[Lambda.5] VPC Lambda 関数は複数のアベイラビリティーゾーンで運用する必要
があります” (p. 463)

the section called “[Network Firewall.3] Network Firewall ポリシーには、1 つ以上のルールグループが
関連付けられている必要があります” (p. 464)

the section called “[NetworkFirewall.4] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアク
ションは、完全なパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。” (p. 465)

the section called “[NetworkFirewall.5] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアク
ションは、断片化されたパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。” (p. 466)

the section called “[OpenSearch.1] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要がありま
す” (p. 468)

the section called “[OpenSearch.2] OpenSearch ドメインは VPC 内に含まれている必要がありま
す” (p. 468)

the section called “[OpenSearch.3] OpenSearch ドメインはノード間で送信されるデータを暗号化する
必要があります” (p. 469)

the section called “[OpenSearch.4] CloudWatch Logs への OpenSearch ドメインエラーのログ記録を
有効にする必要があります” (p. 470)

the section called “[OpenSearch.5] OpenSearch ドメインでは、監査ログ記録を有効にする必要があり
ます” (p. 470)

the section called “[OpenSearch.6] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要で
す” (p. 471)

the section called “[OpenSearch.7] OpenSearch ドメインは、きめ細かなアクセスコントロールを有効
にする必要があります” (p. 472)

the section called “[OpenSearch.8] OpenSearch ドメインへの接続は TLS 1.2 を使用して暗号化する必
要があります” (p. 472)

the section called “[RDS.7] RDS クラスターでは、削除保護が有効になっている必要がありま
す” (p. 478)

the section called “[RDS.9] データベースログ記録を有効にする必要があります” (p. 480)

the section called “[RDS.10] IAM 認証は RDS インスタンス用に設定する必要があります” (p. 483)

the section called “[RDS.12] IAM 認証は RDS クラスター用に設定する必要があります” (p. 485)
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the section called “[RDS.13] RDS 自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要がありま
す” (p. 486)

the section called “[RDS.14] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があ
ります” (p. 487)

the section called “[RDS.15] RDS DB クラスターを複数のアベイラビリティーゾーンに対して設定す
る必要があります” (p. 488)

the section called “[RDS.24] RDS データベースクラスターはカスタム管理者ユーザーネームを使用す
る必要があります” (p. 495)

the section called “[RDS.25] RDS データベースインスタンスはカスタム管理者ユーザーネームを使用
する必要があります” (p. 496)

the section called “[Redshift.3] Amazon Redshift クラスターでは、自動スナップショットが有効になっ
ている必要があります” (p. 498)

the section called “[Redshift.7] Amazon Redshift クラスターは拡張 VPC ルーティングを使用する必要
があります” (p. 500)

the section called “[Redshift.8] Amazon Redshift クラスターはデフォルトの管理者ユーザーネームを使
用しないでください” (p. 501)

the section called “[Redshift.9] Redshift クラスターでは、デフォルトのデータベース名を使用しないで
ください” (p. 501)

the section called “[S3.1] S3 ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります” (p. 502)

the section called “[S3.8] S3 ブロックパブリックアクセス設定は、バケットレベルで有効にする必要
があります” (p. 508)

the section called “[S3.11] S3 バケットでは、イベント通知を有効にする必要があります” (p. 510)

the section called “[S3.12] バケットへのユーザーアクセスを管理用として、S3 アクセスコントロール
リスト (ACL) を使用しないでください” (p. 511)

the section called “[S3.13] S3 バケットでは、ライフサイクルポリシーを設定する必要がありま
す” (p. 512)

the section called “[SageMaker.1] SageMaker ノートブックインスタンスは、インターネットに直接ア
クセスできないようにする必要があります” (p. 513)

the section called “[SageMaker.2] SageMaker ノートブックインスタンスはカスタム VPC で起動する
必要があります” (p. 514)

the section called “[SageMaker.3] ユーザーは SageMaker ノートブックインスタンスのルートアクセ
ス権を付与されてはなりません” (p. 515)

the section called “[SecretsManager.3] 未使用の Secrets Manager のシークレットを削除しま
す” (p. 517)

the section called “[SecretsManager.4] Secrets Manager のシークレットは、指定された日数以内に
ローテーションする必要があります” (p. 518)

the section called “[SNS.2] トピックに送信される通知メッセージでは、配信ステータスのログ記録を
有効にする必要があります” (p. 520)

the section called “[WAF.1] AWS WAF クラシックグローバルウェブ ACL ログ記録を有効にする必要
があります” (p. 526)

the section called “[WAF.2] WAF リージョンルールには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 527)
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the section called “[WAF.3] WAF リージョンルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 528)

the section called “[WAF.4] WAF Classic リージョンウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルール
グループが必要です” (p. 529)

the section called “[WAF.6] WAF グローバルルールには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 529)

the section called “[WAF.7] WAF グローバルルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 530)

the section called “[WAF.8] WAF グローバルウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグルー
プが必要です” (p. 531)

ヨーロッパ (フランクフルト)
ヨーロッパ (フランクフルト) では、以下のコントロールはサポートされていません。

the section called “AWS Foundational Security Best Practices 標準” (p. 361)

the section called “[CloudFront.1] CloudFront ディストリビューションでは、デフォルトのルートオブ
ジェクトが設定されている必要があります” (p. 378)

the section called “[CloudFront.2] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンアクセスアイデ
ンティティを有効にする必要があります” (p. 379)

the section called “[CloudFront.3] CloudFront ディストリビューションでは、転送中に暗号化が必要と
なります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.4] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンフェイルオー
バーが設定されている必要があります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.5] CloudFront ディストリビューションでは、ログ記録を有効にする必
要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.6] CloudFront ディストリビューションでは、AWS WAF を有効にする
必要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.7] CloudFront ディストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明
書を使用する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.8] CloudFront ディストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS 
リクエストを処理する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.9] CloudFront ディストリビューションでは、カスタムオリジンへのト
ラフィックを暗号化する必要があります” (p. 383)

the section called “[CloudFront.10] CloudFront ディストリビューションは、エッジロケーションとカ
スタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください” (p. 384)

the section called “[CloudFront.12] CloudFront ディストリビューションは、存在しない S3 オリジンを
ポイントしない必要があります。” (p. 384)

the section called “[WAF.1] AWS WAF クラシックグローバルウェブ ACL ログ記録を有効にする必要
があります” (p. 526)

the section called “[WAF.6] WAF グローバルルールには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 529)

the section called “[WAF.7] WAF グローバルルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 530)

the section called “[WAF.8] WAF グローバルウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグルー
プが必要です” (p. 531)
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ヨーロッパ (アイルランド)
ヨーロッパ (アイルランド) では、以下のコントロールはサポートされていません。

the section called “AWS Foundational Security Best Practices 標準” (p. 361)

the section called “[CloudFront.1] CloudFront ディストリビューションでは、デフォルトのルートオブ
ジェクトが設定されている必要があります” (p. 378)

the section called “[CloudFront.2] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンアクセスアイデ
ンティティを有効にする必要があります” (p. 379)

the section called “[CloudFront.3] CloudFront ディストリビューションでは、転送中に暗号化が必要と
なります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.4] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンフェイルオー
バーが設定されている必要があります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.5] CloudFront ディストリビューションでは、ログ記録を有効にする必
要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.6] CloudFront ディストリビューションでは、AWS WAF を有効にする
必要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.7] CloudFront ディストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明
書を使用する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.8] CloudFront ディストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS 
リクエストを処理する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.9] CloudFront ディストリビューションでは、カスタムオリジンへのト
ラフィックを暗号化する必要があります” (p. 383)

the section called “[CloudFront.10] CloudFront ディストリビューションは、エッジロケーションとカ
スタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください” (p. 384)

the section called “[CloudFront.12] CloudFront ディストリビューションは、存在しない S3 オリジンを
ポイントしない必要があります。” (p. 384)

the section called “[WAF.1] AWS WAF クラシックグローバルウェブ ACL ログ記録を有効にする必要
があります” (p. 526)

the section called “[WAF.6] WAF グローバルルールには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 529)

the section called “[WAF.7] WAF グローバルルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 530)

the section called “[WAF.8] WAF グローバルウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグルー
プが必要です” (p. 531)

ヨーロッパ (ロンドン)
ヨーロッパ (ロンドン) では、以下のコントロールはサポートされていません。

the section called “AWS Foundational Security Best Practices 標準” (p. 361)

the section called “[CloudFront.1] CloudFront ディストリビューションでは、デフォルトのルートオブ
ジェクトが設定されている必要があります” (p. 378)
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the section called “[CloudFront.2] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンアクセスアイデ
ンティティを有効にする必要があります” (p. 379)

the section called “[CloudFront.3] CloudFront ディストリビューションでは、転送中に暗号化が必要と
なります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.4] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンフェイルオー
バーが設定されている必要があります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.5] CloudFront ディストリビューションでは、ログ記録を有効にする必
要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.6] CloudFront ディストリビューションでは、AWS WAF を有効にする
必要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.7] CloudFront ディストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明
書を使用する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.8] CloudFront ディストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS 
リクエストを処理する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.9] CloudFront ディストリビューションでは、カスタムオリジンへのト
ラフィックを暗号化する必要があります” (p. 383)

the section called “[CloudFront.10] CloudFront ディストリビューションは、エッジロケーションとカ
スタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください” (p. 384)

the section called “[CloudFront.12] CloudFront ディストリビューションは、存在しない S3 オリジンを
ポイントしない必要があります。” (p. 384)

the section called “[EC2.24] 準仮想化 EC2 インスタンスタイプは使用しないでください” (p. 415)

the section called “[WAF.1] AWS WAF クラシックグローバルウェブ ACL ログ記録を有効にする必要
があります” (p. 526)

the section called “[WAF.6] WAF グローバルルールには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 529)

the section called “[WAF.7] WAF グローバルルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 530)

the section called “[WAF.8] WAF グローバルウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグルー
プが必要です” (p. 531)

ヨーロッパ (ミラノ)
ヨーロッパ (ミラノ) では、以下のコントロールはサポートされていません。

the section called “CIS AWS Foundations Benchmark v.1.2.0” (p. 536)

the section called “1.4 - アクセスキーが 90 日以内にローテーションされることを確認する ” (p. 540)

the section called “1.20 – AWS Support でインシデントを管理するためのサポートロールが作成され
ていることを確認する” (p. 547)

the section called “4.1 - どのセキュリティグループも 0.0.0.0/0 からポート 22 への入力を許可してい
ないことを確認する ” (p. 589)

the section called “4.2 - どのセキュリティグループも 0.0.0.0/0 からポート 3389 への入力を許可して
いないことを確認する ” (p. 590)
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the section called “CIS AWS Foundations Benchmark v.1.4.0” (p. 592)

the section called “1.14 - アクセスキーが 90 日以内にローテーションされることを確認する ” (p. 600)

the section called “1.17 - AWS Support でインシデントを管理するためのサポートロールが作成されて
いるようにする” (p. 602)

the section called “PCI DSS” (p. 653)

the section called “[PCI.CodeBuild.1] CodeBuild GitHub または Bitbucket のソースリポジトリの URL 
は、OAuth を使用する必要がある” (p. 660)

the section called “[PCI.CodeBuild.2] CodeBuild プロジェクト環境変数にクリアテキストの認証情報を
含めるべきではない” (p. 661)

the section called “[PCI.DMS.1] AWS Database Migration Service レプリケーションインスタンスはパ
ブリックではない必要がある” (p. 667)

the section called “[PCI.EC2.1] Amazon EBS スナップショットをパブリックに復元できない” (p. 669)

the section called “[PCI.EC2.4] 未使用の EC2 EIP を削除する必要がある” (p. 672)

the section called “[PCI.EC2.5] どのセキュリティグループでも 0.0.0.0/0 からポート 22 への入力を許
可していない必要がある” (p. 673)

the section called “[PCI.ELBV2.1] Application Load Balancer は、すべての HTTP リクエストを HTTPS 
にリダイレクトするように設定する必要がある” (p. 676)

the section called “[PCI.GuardDuty.1] GuardDuty を有効にする必要がある” (p. 679)

the section called “[PCI.RDS.1] Amazon RDS スナップショットでパブリックアクセスを禁止する必要
があります” (p. 695)

the section called “[PCI.S3.6] S3 パブリックアクセスブロック設定を有効にする必要がある” (p. 707)

the section called “[PCI.SageMaker.1] Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、インター
ネットに直接アクセスできないようにする必要がある” (p. 708)

the section called “[PCI.SSM.1] Systems Manager によって管理される EC2 インスタンスは、パッ
チのインストール後に、パッチコンプライアンスのステータスが COMPLIANT である必要がありま
す” (p. 710)

the section called “[PCI.SSM.2] Systems Manager によって管理されるインスタンスの関連付けコンプ
ライアンスのステータスは COMPLIANT である必要がある” (p. 712)

the section called “AWS Foundational Security Best Practices 標準” (p. 361)

the section called “[ACM.1] インポートされ ACM によって発行された証明書は、一定期間後に更新す
る必要があります” (p. 366)

the section called “[APIGateway.1] API Gateway REST および WebSocket API ログ記録を有効にする
必要があります” (p. 367)

the section called “[CloudFormation.1] CloudFormation スタックは、Simple Notification Service (SNS) 
と統合させる必要があります” (p. 377)

the section called “[CloudFront.1] CloudFront ディストリビューションでは、デフォルトのルートオブ
ジェクトが設定されている必要があります” (p. 378)

the section called “[CloudFront.2] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンアクセスアイデ
ンティティを有効にする必要があります” (p. 379)
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the section called “[CloudFront.3] CloudFront ディストリビューションでは、転送中に暗号化が必要と
なります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.4] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンフェイルオー
バーが設定されている必要があります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.5] CloudFront ディストリビューションでは、ログ記録を有効にする必
要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.6] CloudFront ディストリビューションでは、AWS WAF を有効にする
必要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.7] CloudFront ディストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明
書を使用する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.8] CloudFront ディストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS 
リクエストを処理する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.9] CloudFront ディストリビューションでは、カスタムオリジンへのト
ラフィックを暗号化する必要があります” (p. 383)

the section called “[CloudFront.10] CloudFront ディストリビューションは、エッジロケーションとカ
スタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください” (p. 384)

the section called “[CloudFront.12] CloudFront ディストリビューションは、存在しない S3 オリジンを
ポイントしない必要があります。” (p. 384)

the section called “[CodeBuild.1] CodeBuild GitHub または Bitbucket のソースリポジトリの URL 
は、OAuth を使用する必要があります” (p. 390)

the section called “[CodeBuild.2] CodeBuild プロジェクト環境変数にクリアテキストの認証情報を含め
ることはできません” (p. 391)

the section called “[DMS.1] AWS Database Migration Service レプリケーションインスタンスは、パブ
リックでない必要があります” (p. 395)

the section called “[EC2.1] Amazon EBS スナップショットはパブリックにしないでください。これ
は、誰でも復元可能であるかどうかを基に判断されます。” (p. 398)

the section called “[EC2.3] 添付済みの EBS ボリュームは、保管中に暗号化する必要がありま
す” (p. 400)

the section called “[EC2.4] 停止した EC2 インスタンスは、指定した期間後に削除する必要がありま
す” (p. 401)

the section called “[EC2.8] EC2 インスタンスは IMDSv2 を使用する必要があります” (p. 404)

the section called “[EC2.24] 準仮想化 EC2 インスタンスタイプは使用しないでください” (p. 415)

the section called “[EFS.1] Amazon EFS は、AWS KMS を使用して保管中のファイルデータを暗号化
するように設定する必要があります” (p. 426)

the section called “[EFS.2] Amazon EFS ボリュームは、バックアッププランに含める必要がありま
す” (p. 427)

the section called “[ELB.2] HTTPS/SSL リスナーを使用する Classic Load Balancers は、AWS 
Certificate Manager によって提供される証明書を使用する必要があります。” (p. 431)

the section called “[ELB.4] Application Load Balancer は、HTTP ヘッダーを削除するように設定する
必要があります” (p. 433)
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the section called “[ELB.8] HTTPS/SSL リスナーを使用する Classic Load Balancers は、強力な設定を
持つ事前定義されたセキュリティポリシーを使用する必要があります” (p. 436)

the section called “[ELBv2.1] Application Load Balancer は、すべての HTTP リクエストを HTTPS に
リダイレクトするように設定する必要があります” (p. 440)

the section called “[EMR.1] Amazon EMR クラスターマスターノードは、パブリック IP アドレスを設
定していない必要があります” (p. 441)

the section called “[ES.3] Elasticsearch ドメインは、ノード間で送信されるデータを暗号化する必要が
あります” (p. 444)

the section called “[GuardDuty.1] GuardDuty を有効にする必要があります” (p. 448)

the section called “[IAM.3] IAM ユーザーのアクセスキーは 90 日以内にローテーションする必要があり
ます” (p. 450)

the section called “[KMS.3] AWS KMS キーを意図せずに削除してはいけません” (p. 460)

the section called “[OpenSearch.1] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要がありま
す” (p. 468)

the section called “[OpenSearch.2] OpenSearch ドメインは VPC 内に含まれている必要がありま
す” (p. 468)

the section called “[OpenSearch.3] OpenSearch ドメインはノード間で送信されるデータを暗号化する
必要があります” (p. 469)

the section called “[OpenSearch.4] CloudWatch Logs への OpenSearch ドメインエラーのログ記録を
有効にする必要があります” (p. 470)

the section called “[OpenSearch.5] OpenSearch ドメインでは、監査ログ記録を有効にする必要があり
ます” (p. 470)

the section called “[OpenSearch.6] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要で
す” (p. 471)

the section called “[OpenSearch.7] OpenSearch ドメインは、きめ細かなアクセスコントロールを有効
にする必要があります” (p. 472)

the section called “[OpenSearch.8] OpenSearch ドメインへの接続は TLS 1.2 を使用して暗号化する必
要があります” (p. 472)

the section called “[RDS.1] RDS スナップショットはプライベートである必要があります” (p. 473)

the section called “[RDS.9] データベースログ記録を有効にする必要があります” (p. 480)

the section called “[RDS.14] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があ
ります” (p. 487)

the section called “[Redshift.2] Amazon Redshift クラスターへの接続は転送中に暗号化する必要があり
ます” (p. 497)

the section called “[Redshift.3] Amazon Redshift クラスターでは、自動スナップショットが有効になっ
ている必要があります” (p. 498)

the section called “[SageMaker.1] SageMaker ノートブックインスタンスは、インターネットに直接ア
クセスできないようにする必要があります” (p. 513)

the section called “[SSM.2] Systems Manager によって管理されるすべての EC2 インスタンスは、
パッチ適用要件に準拠している必要があります。” (p. 523)
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the section called “[SSM.3] Systems Manager によって管理されるインスタンスの関連付けコンプライ
アンスステータスは、COMPLIANT である必要があります” (p. 524)

the section called “[WAF.1] AWS WAF クラシックグローバルウェブ ACL ログ記録を有効にする必要
があります” (p. 526)

the section called “[WAF.6] WAF グローバルルールには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 529)

the section called “[WAF.7] WAF グローバルルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 530)

the section called “[WAF.8] WAF グローバルウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグルー
プが必要です” (p. 531)

ヨーロッパ (パリ)
ヨーロッパ (パリ) では、以下のコントロールはサポートされていません。

the section called “AWS Foundational Security Best Practices 標準” (p. 361)

the section called “[CloudFormation.1] CloudFormation スタックは、Simple Notification Service (SNS) 
と統合させる必要があります” (p. 377)

the section called “[CloudFront.1] CloudFront ディストリビューションでは、デフォルトのルートオブ
ジェクトが設定されている必要があります” (p. 378)

the section called “[CloudFront.2] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンアクセスアイデ
ンティティを有効にする必要があります” (p. 379)

the section called “[CloudFront.3] CloudFront ディストリビューションでは、転送中に暗号化が必要と
なります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.4] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンフェイルオー
バーが設定されている必要があります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.5] CloudFront ディストリビューションでは、ログ記録を有効にする必
要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.6] CloudFront ディストリビューションでは、AWS WAF を有効にする
必要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.7] CloudFront ディストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明
書を使用する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.8] CloudFront ディストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS 
リクエストを処理する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.9] CloudFront ディストリビューションでは、カスタムオリジンへのト
ラフィックを暗号化する必要があります” (p. 383)

the section called “[CloudFront.10] CloudFront ディストリビューションは、エッジロケーションとカ
スタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください” (p. 384)

the section called “[CloudFront.12] CloudFront ディストリビューションは、存在しない S3 オリジンを
ポイントしない必要があります。” (p. 384)

the section called “[EC2.24] 準仮想化 EC2 インスタンスタイプは使用しないでください” (p. 415)

the section called “[WAF.1] AWS WAF クラシックグローバルウェブ ACL ログ記録を有効にする必要
があります” (p. 526)
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the section called “[WAF.6] WAF グローバルルールには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 529)

the section called “[WAF.7] WAF グローバルルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 530)

the section called “[WAF.8] WAF グローバルウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグルー
プが必要です” (p. 531)

ヨーロッパ (ストックホルム)
ヨーロッパ (ストックホルム) では、以下のコントロールはサポートされていません。

the section called “AWS Foundational Security Best Practices 標準” (p. 361)

the section called “[CloudFormation.1] CloudFormation スタックは、Simple Notification Service (SNS) 
と統合させる必要があります” (p. 377)

the section called “[CloudFront.1] CloudFront ディストリビューションでは、デフォルトのルートオブ
ジェクトが設定されている必要があります” (p. 378)

the section called “[CloudFront.2] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンアクセスアイデ
ンティティを有効にする必要があります” (p. 379)

the section called “[CloudFront.3] CloudFront ディストリビューションでは、転送中に暗号化が必要と
なります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.4] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンフェイルオー
バーが設定されている必要があります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.5] CloudFront ディストリビューションでは、ログ記録を有効にする必
要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.6] CloudFront ディストリビューションでは、AWS WAF を有効にする
必要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.7] CloudFront ディストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明
書を使用する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.8] CloudFront ディストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS 
リクエストを処理する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.9] CloudFront ディストリビューションでは、カスタムオリジンへのト
ラフィックを暗号化する必要があります” (p. 383)

the section called “[CloudFront.10] CloudFront ディストリビューションは、エッジロケーションとカ
スタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください” (p. 384)

the section called “[CloudFront.12] CloudFront ディストリビューションは、存在しない S3 オリジンを
ポイントしない必要があります。” (p. 384)

the section called “[EC2.24] 準仮想化 EC2 インスタンスタイプは使用しないでください” (p. 415)

the section called “[RDS.14] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があ
ります” (p. 487)

the section called “[WAF.1] AWS WAF クラシックグローバルウェブ ACL ログ記録を有効にする必要
があります” (p. 526)

the section called “[WAF.6] WAF グローバルルールには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 529)

the section called “[WAF.7] WAF グローバルルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 530)
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the section called “[WAF.8] WAF グローバルウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグルー
プが必要です” (p. 531)

中東 (バーレーン)
中東 (バーレーン) では、以下のコントロールはサポートされていません。

the section called “PCI DSS” (p. 653)

the section called “[PCI.GuardDuty.1] GuardDuty を有効にする必要がある” (p. 679)

the section called “[PCI.S3.6] S3 パブリックアクセスブロック設定を有効にする必要がある” (p. 707)
the section called “AWS Foundational Security Best Practices 標準” (p. 361)

the section called “[CloudFormation.1] CloudFormation スタックは、Simple Notification Service (SNS) 
と統合させる必要があります” (p. 377)

the section called “[CloudFront.1] CloudFront ディストリビューションでは、デフォルトのルートオブ
ジェクトが設定されている必要があります” (p. 378)

the section called “[CloudFront.2] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンアクセスアイデ
ンティティを有効にする必要があります” (p. 379)

the section called “[CloudFront.3] CloudFront ディストリビューションでは、転送中に暗号化が必要と
なります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.4] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンフェイルオー
バーが設定されている必要があります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.5] CloudFront ディストリビューションでは、ログ記録を有効にする必
要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.6] CloudFront ディストリビューションでは、AWS WAF を有効にする
必要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.7] CloudFront ディストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明
書を使用する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.8] CloudFront ディストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS 
リクエストを処理する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.9] CloudFront ディストリビューションでは、カスタムオリジンへのト
ラフィックを暗号化する必要があります” (p. 383)

the section called “[CloudFront.10] CloudFront ディストリビューションは、エッジロケーションとカ
スタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください” (p. 384)

the section called “[CloudFront.12] CloudFront ディストリビューションは、存在しない S3 オリジンを
ポイントしない必要があります。” (p. 384)

the section called “[EC2.20] AWS Site-to-Site VPN 接続用の VPN トンネルは、両方とも起動している
必要があります。” (p. 413)

the section called “[EC2.23] EC2 Transit Gateway は VPC アタッチメントリクエストを自動的に受け
付けるべきではありません” (p. 415)

the section called “[EC2.24] 準仮想化 EC2 インスタンスタイプは使用しないでください” (p. 415)

the section called “[GuardDuty.1] GuardDuty を有効にする必要があります” (p. 448)
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the section called “[RDS.7] RDS クラスターでは、削除保護が有効になっている必要がありま
す” (p. 478)

the section called “[RDS.12] IAM 認証は RDS クラスター用に設定する必要があります” (p. 485)

the section called “[RDS.14] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があ
ります” (p. 487)

the section called “[RDS.15] RDS DB クラスターを複数のアベイラビリティーゾーンに対して設定す
る必要があります” (p. 488)

the section called “[RDS.16] タグをスナップショットにコピーするように RDS DB クラスターを設定
する必要があります” (p. 489)

the section called “[RDS.24] RDS データベースクラスターはカスタム管理者ユーザーネームを使用す
る必要があります” (p. 495)

the section called “[Redshift.6] Amazon Redshift でメジャーバージョンへの自動アップグレードが有効
になっている必要があります” (p. 500)

the section called “[SSM.2] Systems Manager によって管理されるすべての EC2 インスタンスは、
パッチ適用要件に準拠している必要があります。” (p. 523)

the section called “[WAF.1] AWS WAF クラシックグローバルウェブ ACL ログ記録を有効にする必要
があります” (p. 526)

the section called “[WAF.6] WAF グローバルルールには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 529)

the section called “[WAF.7] WAF グローバルルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 530)

the section called “[WAF.8] WAF グローバルウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグルー
プが必要です” (p. 531)

中東 (アラブ首長国連邦)
中東 (UAE) では、以下のコントロールはサポートされていません。

the section called “CIS AWS Foundations Benchmark v.1.2.0” (p. 536)

the section called “1.13 - MFA がルートユーザーで有効になっていることを確認する” (p. 545)

the section called “1.14 - ハードウェア MFA がルートユーザーで有効になっていることを確認する 
” (p. 546)

the section called “1.16 - IAM ポリシーがグループまたはロールだけに添付されていることを確認す
る” (p. 547)

the section called “1.2 - コンソールパスワードを持つすべての IAM ユーザーに対して多要素認証 
(MFA) が有効であることを確認する ” (p. 539)

the section called “1.20 – AWS Support でインシデントを管理するためのサポートロールが作成され
ていることを確認する” (p. 547)

the section called “1.22 - 完全な「*:*」管理者権限を許可する IAM ポリシーが作成されていないことを
確認する ” (p. 548)

the section called “1.3 - 90 日以上使用されていない認証情報が無効にされていることを確認す
る” (p. 539)

the section called “1.4 - アクセスキーが 90 日以内にローテーションされることを確認する ” (p. 540)
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the section called “2.1 - CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する” (p. 549)

the section called “2.3 – CloudTrail ログの保存に使用される S3 バケットが一般公開されていないこと
を確認する” (p. 551)

the section called “2.8 - カスタマー作成の KMS キーのローテーションが有効になっていることを確認
する” (p. 556)

the section called “2.9 - すべての VPC で VPC フローログ記録が有効であることを確認する ” (p. 557)

the section called “4.1 - どのセキュリティグループも 0.0.0.0/0 からポート 22 への入力を許可してい
ないことを確認する ” (p. 589)

the section called “4.2 - どのセキュリティグループも 0.0.0.0/0 からポート 3389 への入力を許可して
いないことを確認する ” (p. 590)

the section called “CIS AWS Foundations Benchmark v.1.4.0” (p. 592)

the section called “1.10 - コンソールパスワードを持つすべての IAM ユーザーに対して多要素認証 
(MFA) が有効であることを確認する ” (p. 598)

the section called “1.12 - 45 日以上使用されていない認証情報は無効になることを確認する ” (p. 599)

the section called “1.14 - アクセスキーが 90 日以内にローテーションされることを確認する ” (p. 600)

the section called “1.16 – 完全な「*:*」管理権限を許可する IAM ポリシーがアタッチされないように
する ” (p. 601)

the section called “1.17 - AWS Support でインシデントを管理するためのサポートロールが作成されて
いるようにする” (p. 602)

the section called “1.5 – 「ルート」ユーザーアカウントで MFA が有効であることを確認する” (p. 593)

the section called “1.6 - ハードウェア MFA がルートユーザーアカウントに対して有効であることを確
認する” (p. 594)

the section called “2.1.1 – すべての S3 バケットが encryption-at-rest を採用していることを確認す
る” (p. 603)

the section called “2.1.2 – S3 バケットポリシーが HTTP リクエストを拒否するように設定されている
ことを確認する” (p. 604)

the section called “2.2.1 – EBS ボリュームの暗号化が有効であることを確認する” (p. 607)

the section called “2.3.1 – RDSインスタンスで暗号化が有効であることを確認する” (p. 608)

the section called “3.1 - CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する” (p. 609)

the section called “3.3 – CloudTrail ログの保存に使用される S3 バケットが一般公開されていないこと
を確認する” (p. 611)

the section called “3.8 - カスタマー作成の KMS キーのローテーションが有効になっていることを確認
する” (p. 616)

the section called “3.9 - すべての VPC で VPC フローログ記録が有効であることを確認する ” (p. 616)
the section called “PCI DSS” (p. 653)

the section called “[PCI.AutoScaling.1] ロードバランサーに関連付けられた Auto Scaling グループはヘ
ルスチェックを使用する必要がある” (p. 654)

the section called “[PCI.CodeBuild.1] CodeBuild GitHub または Bitbucket のソースリポジトリの URL 
は、OAuth を使用する必要がある” (p. 660)
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the section called “[PCI.CodeBuild.2] CodeBuild プロジェクト環境変数にクリアテキストの認証情報を
含めるべきではない” (p. 661)

the section called “[PCI.DMS.1] AWS Database Migration Service レプリケーションインスタンスはパ
ブリックではない必要がある” (p. 667)

the section called “[PCI.EC2.1] Amazon EBS スナップショットをパブリックに復元できない” (p. 669)

the section called “[PCI.EC2.2] VPC のデフォルトのセキュリティグループで、インバウンドトラ
フィックとアウトバウンドトラフィックを禁止する必要がある” (p. 670)

the section called “[PCI.EC2.4] 未使用の EC2 EIP を削除する必要がある” (p. 672)

the section called “[PCI.EC2.5] どのセキュリティグループでも 0.0.0.0/0 からポート 22 への入力を許
可していない必要がある” (p. 673)

the section called “[PCI.EC2.6] すべての VPC で VPC フローログ記録を有効にする必要があ
る” (p. 674)

the section called “[PCI.ELBV2.1] Application Load Balancer は、すべての HTTP リクエストを HTTPS 
にリダイレクトするように設定する必要がある” (p. 676)

the section called “[PCI.GuardDuty.1] GuardDuty を有効にする必要がある” (p. 679)

the section called “[PCI.IAM.1] IAM ルートユーザーのアクセスキーが存在していてはならな
い” (p. 680)

the section called “[PCI.IAM.2] IAM ユーザーには IAM ポリシーを添付してはならない” (p. 681)

the section called “[PCI.IAM.3] IAM ポリシーで、完全な「*」管理者権限を許可してはならな
い” (p. 682)

the section called “[PCI.IAM.4] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があ
る” (p. 683)

the section called “[PCI.IAM.5] ルートユーザーに対して仮想 MFA を有効にする必要がある” (p. 684)

the section called “[PCI.IAM.6] すべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があ
る” (p. 685)

the section called “[PCI.IAM.7] IAM ユーザー認証情報が事前定義された日数以内に使用されない場
合、認証情報を無効にする必要がある” (p. 686)

the section called “[PCI.KMS.1] KMS キーのローテーションを有効にする必要がある” (p. 688)

the section called “[PCI.OpenSearch.1] Amazon OpenSearch Service ドメインは VPC 内に存在してい
る必要がある” (p. 693)

the section called “[PCI.OpenSearch.2] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要があ
る” (p. 694)

the section called “[PCI.S3.1] S3 バケットはパブリック書き込みアクセスを禁止する必要があ
る” (p. 700)

the section called “[PCI.S3.2] S3 バケットではパブリック読み取りアクセスを禁止する必要があ
る” (p. 702)

the section called “[PCI.S3.3] S3 バケットでクロスリージョンレプリケーションを有効にする必要が
ある” (p. 703)

the section called “[PCI.S3.4] S3 バケットでは、サーバー側の暗号化を有効にする必要があ
る” (p. 704)
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the section called “[PCI.S3.5] S3 バケットは Secure Socket Layer を使用するリクエストを要求する必
要がある” (p. 705)

the section called “[PCI.SageMaker.1] Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、インター
ネットに直接アクセスできないようにする必要がある” (p. 708)

the section called “[PCI.SSM.1] Systems Manager によって管理される EC2 インスタンスは、パッ
チのインストール後に、パッチコンプライアンスのステータスが COMPLIANT である必要がありま
す” (p. 710)

the section called “[PCI.SSM.2] Systems Manager によって管理されるインスタンスの関連付けコンプ
ライアンスのステータスは COMPLIANT である必要がある” (p. 712)

the section called “[PCI.SSM.3] EC2 インスタンスは AWS Systems Manager により管理される必要が
ある” (p. 713)

the section called “AWS Foundational Security Best Practices 標準” (p. 361)

the section called “[APIGateway.1] API Gateway REST および WebSocket API ログ記録を有効にする
必要があります” (p. 367)

the section called “[APIGateway.3] API Gateway REST API ステージでは、AWS X-Ray トレースを有
効にする必要があります” (p. 368)

the section called “[APIGateway.8] API Gateway ルートには認証タイプを指定する必要がありま
す” (p. 370)

the section called “[APIGateway.9] API Gateway V2 ステージにアクセスロギングを設定する必要があ
ります” (p. 371)

the section called “[AutoScaling.1] Classic Load Balancer に関連付けられた Auto Scaling グループ
は、ロードバランサーのヘルスチェックを使用する必要があります” (p. 372)

the section called “[CloudFormation.1] CloudFormation スタックは、Simple Notification Service (SNS) 
と統合させる必要があります” (p. 377)

the section called “[CloudFront.1] CloudFront ディストリビューションでは、デフォルトのルートオブ
ジェクトが設定されている必要があります” (p. 378)

the section called “[CloudFront.2] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンアクセスアイデ
ンティティを有効にする必要があります” (p. 379)

the section called “[CloudFront.3] CloudFront ディストリビューションでは、転送中に暗号化が必要と
なります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.4] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンフェイルオー
バーが設定されている必要があります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.5] CloudFront ディストリビューションでは、ログ記録を有効にする必
要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.6] CloudFront ディストリビューションでは、AWS WAF を有効にする
必要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.7] CloudFront ディストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明
書を使用する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.8] CloudFront ディストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS 
リクエストを処理する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.9] CloudFront ディストリビューションでは、カスタムオリジンへのト
ラフィックを暗号化する必要があります” (p. 383)

803



AWS Security Hub ユーザーガイド
中東 (アラブ首長国連邦)

the section called “[CloudFront.10] CloudFront ディストリビューションは、エッジロケーションとカ
スタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください” (p. 384)

the section called “[CloudFront.12] CloudFront ディストリビューションは、存在しない S3 オリジンを
ポイントしない必要があります。” (p. 384)

the section called “[CloudTrail.1] CloudTrail を有効にして、少なくとも 1 つのマルチリージョンの追跡
で、読み取りと書き込みの管理イベントを含めた設定をする必要があります。” (p. 385)

the section called “[CodeBuild.1] CodeBuild GitHub または Bitbucket のソースリポジトリの URL 
は、OAuth を使用する必要があります” (p. 390)

the section called “[CodeBuild.2] CodeBuild プロジェクト環境変数にクリアテキストの認証情報を含め
ることはできません” (p. 391)

the section called “[CodeBuild.3] CodeBuild S3 ログは暗号化する必要があります ” (p. 392)

the section called “[CodeBuild.4] CodeBuild プロジェクト環境にはログ記録の設定が必要です” (p. 393)

the section called “[CodeBuild.5] CodeBuild プロジェクト環境では特権モードを有効にしないでくださ
い” (p. 393)

the section called “[DMS.1] AWS Database Migration Service レプリケーションインスタンスは、パブ
リックでない必要があります” (p. 395)

the section called “[DynamoDB.3] DynamoDB Accelerator (DAX) クラスターは、保管中に暗号化する
必要があります” (p. 398)

the section called “[EC2.1] Amazon EBS スナップショットはパブリックにしないでください。これ
は、誰でも復元可能であるかどうかを基に判断されます。” (p. 398)

the section called “[EC2.3] 添付済みの EBS ボリュームは、保管中に暗号化する必要がありま
す” (p. 400)

the section called “[EC2.4] 停止した EC2 インスタンスは、指定した期間後に削除する必要がありま
す” (p. 401)

the section called “[EC2.6] すべての VPC で VPC フローログ記録を有効にする必要があります 
” (p. 402)

the section called “[EC2.7] EBS のデフォルト暗号化を有効にする必要があります” (p. 403)

the section called “[EC2.8] EC2 インスタンスは IMDSv2 を使用する必要があります” (p. 404)

the section called “[EC2.22] 未使用の EC2 セキュリティグループを削除する必要があります” (p. 414)

the section called “[EC2.23] EC2 Transit Gateway は VPC アタッチメントリクエストを自動的に受け
付けるべきではありません” (p. 415)

the section called “[EC2.24] 準仮想化 EC2 インスタンスタイプは使用しないでください” (p. 415)

the section called “[EC2.25] EC2 起動テンプレートはパブリック IP をネットワークインターフェース
に割り当ててはなりません” (p. 417)

the section called “[ECR.1] ECR プライベートリポジトリでは、イメージスキャニングが設定されてい
る必要があります” (p. 417)

the section called “[ECR.2] ECR プライベートリポジトリでは、タグのイミュータビリティが設定され
ている必要があります” (p. 418)

the section called “[ECR.3] ECR リポジトリには、少なくとも 1 つのライフサイクルポリシーが設定さ
れている必要があります” (p. 419)
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the section called “[ECS.1] Amazon ECS タスク定義には、セキュアなネットワークモードとユーザー
定義が必要です。” (p. 420)

the section called “[EFS.1] Amazon EFS は、AWS KMS を使用して保管中のファイルデータを暗号化
するように設定する必要があります” (p. 426)

the section called “[EFS.2] Amazon EFS ボリュームは、バックアッププランに含める必要がありま
す” (p. 427)

the section called “[EFS.3] EFS アクセスポイントは、ルートディレクトリを適用する必要がありま
す” (p. 427)

the section called “[EFS.4] EFS アクセスポイントは、ユーザー ID を適用する必要がありま
す” (p. 428)

the section called “[EKS.2] EKS クラスターは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行す
る必要があります。” (p. 429)

the section called “[ELBv2.1] Application Load Balancer は、すべての HTTP リクエストを HTTPS に
リダイレクトするように設定する必要があります” (p. 440)

the section called “[ELB.3] Classic Load Balancer のリスナーは、HTTPS または TLS ターミネーショ
ンで設定する必要があります” (p. 432)

the section called “[ELB.9] Classic Load Balancer では、クロスゾーンロードバランシングが有効に
なっている必要があります” (p. 437)

the section called “[ELB.14] Application Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和
モードで設定する必要があります” (p. 440)

the section called “[EMR.1] Amazon EMR クラスターマスターノードは、パブリック IP アドレスを設
定していない必要があります” (p. 441)

the section called “[ElasticBeanstalk.1] Elastic Beanstalk 環境では、拡張ヘルスレポートを有効にする
必要があります。” (p. 430)

the section called “[ElasticBeanstalk.2] Elastic Beanstalk のマネージドプラットフォームの更新を有効
にする必要があります” (p. 431)

the section called “[GuardDuty.1] GuardDuty を有効にする必要があります” (p. 448)

the section called “[IAM.1] IAM ポリシーでは、完全な「*」管理者権限を許可しないでくださ
い” (p. 448)

the section called “[IAM.2] IAM ユーザーには IAM ポリシーを添付しないでください” (p. 449)

the section called “[IAM.3] IAM ユーザーのアクセスキーは 90 日以内にローテーションする必要があり
ます” (p. 450)

the section called “[IAM.5] コンソールパスワードを使用するすべての IAM ユーザーに対して MFA を
有効にする必要があります” (p. 452)

the section called “[IAM.6] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要がありま
す” (p. 453)

the section called “[IAM.8] 未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります” (p. 455)

the section called “[IAM.21] 作成する IAM カスタマーマネージドポリシーにはサービスのワイルド
カードアクションを許可してはいけません” (p. 456)

the section called “[Kinesis.1] Kinesis Data Streams は、保管中に暗号化する必要があります” (p. 457)
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the section called “[KMS.1] IAM カスタマーマネージドポリシーでは、すべての KMS キーの復号化と
再暗号化アクションを許可してはいけません” (p. 458)

the section called “[KMS.2] IAM プリンシパルは、すべての KMS キーで復号化および再暗号化アク
ションを許可する IAM インラインポリシーを使用するべきではありません ” (p. 459)

the section called “[Lambda.5] VPC Lambda 関数は複数のアベイラビリティーゾーンで運用する必要
があります” (p. 463)

the section called “[Network Firewall.3] Network Firewall ポリシーには、1 つ以上のルールグループが
関連付けられている必要があります” (p. 464)

the section called “[NetworkFirewall.4] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアク
ションは、完全なパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。” (p. 465)

the section called “[NetworkFirewall.5] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアク
ションは、断片化されたパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。” (p. 466)

the section called “[NetworkFireWall.6] ステートレスネットワークファイアウォールのルールグループ
を空にしないでください” (p. 467)

the section called “[OpenSearch.1] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要がありま
す” (p. 468)

the section called “[OpenSearch.2] OpenSearch ドメインは VPC 内に含まれている必要がありま
す” (p. 468)

the section called “[OpenSearch.3] OpenSearch ドメインはノード間で送信されるデータを暗号化する
必要があります” (p. 469)

the section called “[OpenSearch.4] CloudWatch Logs への OpenSearch ドメインエラーのログ記録を
有効にする必要があります” (p. 470)

the section called “[OpenSearch.5] OpenSearch ドメインでは、監査ログ記録を有効にする必要があり
ます” (p. 470)

the section called “[OpenSearch.6] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要で
す” (p. 471)

the section called “[OpenSearch.7] OpenSearch ドメインは、きめ細かなアクセスコントロールを有効
にする必要があります” (p. 472)

the section called “[OpenSearch.8] OpenSearch ドメインへの接続は TLS 1.2 を使用して暗号化する必
要があります” (p. 472)

the section called “[RDS.1] RDS スナップショットはプライベートである必要があります” (p. 473)

the section called “[RDS.2] Amazon RDS DB インスタンスはパブリックアクセスを禁止する必要があ
ります。これは、PubliclyAccessible 設定により判断されます。” (p. 474)

the section called “[RDS.3] RDS DB インスタンスでは、保管中の暗号化が有効になっている必要があ
ります” (p. 475)

the section called “[RDS.4] RDS クラスタースナップショットとデータベーススナップショットは保管
中に暗号化する必要があります” (p. 476)

the section called “[RDS.5] RDS DB インスタンスは、複数のアベイラビリティーゾーンで設定する必
要があります” (p. 477)

the section called “[RDS.6] RDS DB インスタンスとクラスターの拡張モニタリングを設定する必要が
あります” (p. 478)
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the section called “[RDS.7] RDS クラスターでは、削除保護が有効になっている必要がありま
す” (p. 478)

the section called “[RDS.8] RDS DB インスタンスで、削除保護が有効になっている必要がありま
す” (p. 479)

the section called “[RDS.11] Amazon RDS インスタンスでは、自動バックアップが有効になっている
必要があります” (p. 484)

the section called “[RDS.12] IAM 認証は RDS クラスター用に設定する必要があります” (p. 485)

the section called “[RDS.14] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があ
ります” (p. 487)

the section called “[RDS.15] RDS DB クラスターを複数のアベイラビリティーゾーンに対して設定す
る必要があります” (p. 488)

the section called “[RDS.16] タグをスナップショットにコピーするように RDS DB クラスターを設定
する必要があります” (p. 489)

the section called “[RDS.24] RDS データベースクラスターはカスタム管理者ユーザーネームを使用す
る必要があります” (p. 495)

the section called “[Redshift.9] Redshift クラスターでは、デフォルトのデータベース名を使用しないで
ください” (p. 501)

the section called “[S3.2] S3 バケットではパブリック読み取りアクセスを禁止する必要がありま
す” (p. 503)

the section called “[S3.3] S3 バケットはパブリック書き込みアクセスを禁止する必要がありま
す” (p. 504)

the section called “[S3.4] S3 バケットでは、サーバー側の暗号化を有効にする必要がありま
す” (p. 505)

the section called “[S3.5] S3 バケットでは、Secure Socket Layer を使用するためのリクエストの要求
が必要です。” (p. 506)

the section called “[S3.6] バケットポリシー内で別の AWS アカウント に付与された Amazon S3 許可
は制限する必要があります” (p. 507)

the section called “[SageMaker.1] SageMaker ノートブックインスタンスは、インターネットに直接ア
クセスできないようにする必要があります” (p. 513)

the section called “[SageMaker.2] SageMaker ノートブックインスタンスはカスタム VPC で起動する
必要があります” (p. 514)

the section called “[SageMaker.3] ユーザーは SageMaker ノートブックインスタンスのルートアクセ
ス権を付与されてはなりません” (p. 515)

the section called “[SecretsManager.1] Secrets Manager のシークレットは、自動ローテーションを有
効にする必要があります” (p. 515)

the section called “[SecretsManager.2] 自動ローテーションを設定した Secrets Manager のシークレッ
トは正常にローテーションする必要があります” (p. 516)

the section called “[SecretsManager.3] 未使用の Secrets Manager のシークレットを削除しま
す” (p. 517)

the section called “[SecretsManager.4] Secrets Manager のシークレットは、指定された日数以内に
ローテーションする必要があります” (p. 518)
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the section called “[SNS.1] SNS トピックは、AWS KMS を使用して保管中に暗号化する必要がありま
す。” (p. 520)

the section called “[SNS.2] トピックに送信される通知メッセージでは、配信ステータスのログ記録を
有効にする必要があります” (p. 520)

the section called “[SQS.1] Amazon SQS キューは保管中に暗号化する必要があります” (p. 521)

the section called “[SSM.1] EC2 インスタンスは AWS Systems Manager により管理される必要があり
ます” (p. 522)

the section called “[SSM.2] Systems Manager によって管理されるすべての EC2 インスタンスは、
パッチ適用要件に準拠している必要があります。” (p. 523)

the section called “[SSM.3] Systems Manager によって管理されるインスタンスの関連付けコンプライ
アンスステータスは、COMPLIANT である必要があります” (p. 524)

the section called “[WAF.1] AWS WAF クラシックグローバルウェブ ACL ログ記録を有効にする必要
があります” (p. 526)

the section called “[WAF.2] WAF リージョンルールには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 527)

the section called “[WAF.3] WAF リージョンルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 528)

the section called “[WAF.4] WAF Classic リージョンウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルール
グループが必要です” (p. 529)

the section called “[WAF.6] WAF グローバルルールには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 529)

the section called “[WAF.7] WAF グローバルルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 530)

the section called “[WAF.8] WAF グローバルウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグルー
プが必要です” (p. 531)

the section called “[WAF.10] WAFV2 ウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグループが必
要です” (p. 531)

南米 (サンパウロ)
南米 (サンパウロ) では、以下のコントロールはサポートされていません。

the section called “AWS Foundational Security Best Practices 標準” (p. 361)

the section called “[CloudFront.1] CloudFront ディストリビューションでは、デフォルトのルートオブ
ジェクトが設定されている必要があります” (p. 378)

the section called “[CloudFront.2] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンアクセスアイデ
ンティティを有効にする必要があります” (p. 379)

the section called “[CloudFront.3] CloudFront ディストリビューションでは、転送中に暗号化が必要と
なります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.4] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンフェイルオー
バーが設定されている必要があります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.5] CloudFront ディストリビューションでは、ログ記録を有効にする必
要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.6] CloudFront ディストリビューションでは、AWS WAF を有効にする
必要があります” (p. 381)
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the section called “[CloudFront.7] CloudFront ディストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明
書を使用する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.8] CloudFront ディストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS 
リクエストを処理する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.9] CloudFront ディストリビューションでは、カスタムオリジンへのト
ラフィックを暗号化する必要があります” (p. 383)

the section called “[CloudFront.10] CloudFront ディストリビューションは、エッジロケーションとカ
スタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください” (p. 384)

the section called “[CloudFront.12] CloudFront ディストリビューションは、存在しない S3 オリジンを
ポイントしない必要があります。” (p. 384)

the section called “[RDS.7] RDS クラスターでは、削除保護が有効になっている必要がありま
す” (p. 478)

the section called “[RDS.12] IAM 認証は RDS クラスター用に設定する必要があります” (p. 485)

the section called “[RDS.14] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があ
ります” (p. 487)

the section called “[RDS.15] RDS DB クラスターを複数のアベイラビリティーゾーンに対して設定す
る必要があります” (p. 488)

the section called “[RDS.16] タグをスナップショットにコピーするように RDS DB クラスターを設定
する必要があります” (p. 489)

the section called “[RDS.24] RDS データベースクラスターはカスタム管理者ユーザーネームを使用す
る必要があります” (p. 495)

the section called “[WAF.1] AWS WAF クラシックグローバルウェブ ACL ログ記録を有効にする必要
があります” (p. 526)

the section called “[WAF.6] WAF グローバルルールには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 529)

the section called “[WAF.7] WAF グローバルルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 530)

the section called “[WAF.8] WAF グローバルウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグルー
プが必要です” (p. 531)

AWS GovCloud (米国東部)
AWS GovCloud (米国東部) では、以下のコントロールはサポートされていません。

the section called “CIS AWS Foundations Benchmark v.1.2.0” (p. 536)

the section called “1.13 - MFA がルートユーザーで有効になっていることを確認する” (p. 545)

the section called “1.14 - ハードウェア MFA がルートユーザーで有効になっていることを確認する 
” (p. 546)

the section called “CIS AWS Foundations Benchmark v.1.4.0” (p. 592)

the section called “1.5 – 「ルート」ユーザーアカウントで MFA が有効であることを確認する” (p. 593)

the section called “1.6 - ハードウェア MFA がルートユーザーアカウントに対して有効であることを確
認する” (p. 594)
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the section called “2.1.5.1 – S3 ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要がありま
す” (p. 605)

the section called “2.1.5.2 - S3 ブロックパブリックアクセス設定は、バケットレベルで有効にする必
要があります” (p. 606)

the section called “5.1 – ネットワーク ACL が 0.0.0.0/0 からリモートサーバー管理ポートへの侵入を
許可していないことを確認する” (p. 642)

the section called “PCI DSS” (p. 653)

the section called “[PCI.CodeBuild.1] CodeBuild GitHub または Bitbucket のソースリポジトリの URL 
は、OAuth を使用する必要がある” (p. 660)

the section called “[PCI.CodeBuild.2] CodeBuild プロジェクト環境変数にクリアテキストの認証情報を
含めるべきではない” (p. 661)

the section called “[PCI.GuardDuty.1] GuardDuty を有効にする必要がある” (p. 679)

the section called “[PCI.IAM.4] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があ
る” (p. 683)

the section called “[PCI.IAM.5] ルートユーザーに対して仮想 MFA を有効にする必要がある” (p. 684)

the section called “[PCI.SageMaker.1] Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、インター
ネットに直接アクセスできないようにする必要がある” (p. 708)

the section called “AWS Foundational Security Best Practices 標準” (p. 361)

the section called “[Account.1] AWS アカウント について、セキュリティの連絡先情報を提供する必要
があります” (p. 365)

the section called “[APIGateway.2] API Gateway REST API ステージでは、バックエンド認証に SSL 
証明書を使用するように設定する必要があります” (p. 367)

the section called “[APIGateway.3] API Gateway REST API ステージでは、AWS X-Ray トレースを有
効にする必要があります” (p. 368)

the section called “[APIGateway.4] API Gateway は、AWS WAF ウェブ ACL に関連付けられている必
要があります” (p. 369)

the section called “[APIGateway.8] API Gateway ルートには認証タイプを指定する必要がありま
す” (p. 370)

the section called “[APIGateway.9] API Gateway V2 ステージにアクセスロギングを設定する必要があ
ります” (p. 371)

the section called “[AutoScaling.2] Amazon EC2 Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティー
ゾーンをカバーする必要があります” (p. 373)

the section called “[AutoScaling.3] Auto Scaling グループは、EC2 インスタンスを、Instance 
Metadata Service Version 2 (IMDSv2) を必要とするように設定する必要があります” (p. 373)

the section called “[AutoScaling.4] Auto Scaling グループの起動設定では、メタデータ応答ホップ制限
が 1 を越えることはできません” (p. 374)

the section called “[Autoscaling.5] Auto Scaling グループの起動設定を使用して起動した Amazon EC2 
インスタンスは、パブリック IP アドレスを含みません” (p. 375)

the section called “[AutoScaling.6] Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティーゾーンで複数
のインスタンスタイプを使用する必要があります” (p. 376)
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the section called “[Auto Scaling.9] EC2 Auto Scaling グループは EC2 起動テンプレートを使用する必
要があります” (p. 377)

the section called “[CloudFormation.1] CloudFormation スタックは、Simple Notification Service (SNS) 
と統合させる必要があります” (p. 377)

the section called “[CloudFront.1] CloudFront ディストリビューションでは、デフォルトのルートオブ
ジェクトが設定されている必要があります” (p. 378)

the section called “[CloudFront.2] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンアクセスアイデ
ンティティを有効にする必要があります” (p. 379)

the section called “[CloudFront.3] CloudFront ディストリビューションでは、転送中に暗号化が必要と
なります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.4] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンフェイルオー
バーが設定されている必要があります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.5] CloudFront ディストリビューションでは、ログ記録を有効にする必
要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.6] CloudFront ディストリビューションでは、AWS WAF を有効にする
必要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.7] CloudFront ディストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明
書を使用する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.8] CloudFront ディストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS 
リクエストを処理する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.9] CloudFront ディストリビューションでは、カスタムオリジンへのト
ラフィックを暗号化する必要があります” (p. 383)

the section called “[CloudFront.10] CloudFront ディストリビューションは、エッジロケーションとカ
スタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください” (p. 384)

the section called “[CloudFront.12] CloudFront ディストリビューションは、存在しない S3 オリジンを
ポイントしない必要があります。” (p. 384)

the section called “[CodeBuild.1] CodeBuild GitHub または Bitbucket のソースリポジトリの URL 
は、OAuth を使用する必要があります” (p. 390)

the section called “[CodeBuild.2] CodeBuild プロジェクト環境変数にクリアテキストの認証情報を含め
ることはできません” (p. 391)

the section called “[CodeBuild.3] CodeBuild S3 ログは暗号化する必要があります ” (p. 392)

the section called “[CodeBuild.4] CodeBuild プロジェクト環境にはログ記録の設定が必要です” (p. 393)

the section called “[CodeBuild.5] CodeBuild プロジェクト環境では特権モードを有効にしないでくださ
い” (p. 393)

the section called “[DynamoDB.1] DynamoDB テーブルは、需要に応じて容量をオートスケーリングす
る必要があります” (p. 396)

the section called “[EC2.15] EC2 サブネットは、パブリック IP アドレスを自動的に割り当てないでく
ださい” (p. 408)

the section called “[EC2.16] 未使用のネットワークアクセスコントロールリストを削除する必要があり
ます” (p. 409)

the section called “[EC2.17] EC2 インスタンスは複数の ENI を使用しないでください” (p. 410)
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the section called “[EC2.20] AWS Site-to-Site VPN 接続用の VPN トンネルは、両方とも起動している
必要があります。” (p. 413)

the section called “[EC2.21] ネットワーク ACL は、0.0.0.0/0 からポート 22、またはポート 3389 への
侵入をを許可しないようにする必要があります” (p. 414)

the section called “[EC2.22] 未使用の EC2 セキュリティグループを削除する必要があります” (p. 414)

the section called “[EC2.23] EC2 Transit Gateway は VPC アタッチメントリクエストを自動的に受け
付けるべきではありません” (p. 415)

the section called “[EC2.24] 準仮想化 EC2 インスタンスタイプは使用しないでください” (p. 415)

the section called “[EC2.25] EC2 起動テンプレートはパブリック IP をネットワークインターフェース
に割り当ててはなりません” (p. 417)

the section called “[ECR.1] ECR プライベートリポジトリでは、イメージスキャニングが設定されてい
る必要があります” (p. 417)

the section called “[ECR.2] ECR プライベートリポジトリでは、タグのイミュータビリティが設定され
ている必要があります” (p. 418)

the section called “[ECR.3] ECR リポジトリには、少なくとも 1 つのライフサイクルポリシーが設定さ
れている必要があります” (p. 419)

the section called “[ECS.1] Amazon ECS タスク定義には、セキュアなネットワークモードとユーザー
定義が必要です。” (p. 420)

the section called “[ECS.2] Amazon ECS サービスには、パブリック IP アドレスを自動で割り当てな
いでください” (p. 420)

the section called “[ECS.3] ECS タスクの定義では、ホストのプロセス名前空間を共有しないでくださ
い” (p. 421)

the section called “[ECS.4] ECS コンテナは、非特権として実行する必要があります” (p. 422)

the section called “[ECS.5] ECS コンテナは、ルートファイルシステムへの読み取り専用アクセスに制
限する必要があります。” (p. 422)

the section called “[ECS.8] シークレットは、コンテナ環境の変数として渡さないでください” (p. 423)

the section called “[ECS.10] Fargate サービスは、Fargate プラットフォームの最新バージョンで実行
する必要があります。” (p. 424)

the section called “[ECS.12] ECS クラスターでは、Container Insights を有効にする必要がありま
す” (p. 425)

the section called “[EFS.2] Amazon EFS ボリュームは、バックアッププランに含める必要がありま
す” (p. 427)

the section called “[EFS.3] EFS アクセスポイントは、ルートディレクトリを適用する必要がありま
す” (p. 427)

the section called “[EFS.4] EFS アクセスポイントは、ユーザー ID を適用する必要がありま
す” (p. 428)

the section called “[EKS.2] EKS クラスターは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行す
る必要があります。” (p. 429)

the section called “[ElasticBeanstalk.1] Elastic Beanstalk 環境では、拡張ヘルスレポートを有効にする
必要があります。” (p. 430)
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the section called “[ElasticBeanstalk.2] Elastic Beanstalk のマネージドプラットフォームの更新を有効
にする必要があります” (p. 431)

the section called “[ELB.2] HTTPS/SSL リスナーを使用する Classic Load Balancers は、AWS 
Certificate Manager によって提供される証明書を使用する必要があります。” (p. 431)

the section called “[ELB.8] HTTPS/SSL リスナーを使用する Classic Load Balancers は、強力な設定を
持つ事前定義されたセキュリティポリシーを使用する必要があります” (p. 436)

the section called “[ELB.10] Classic Load Balancers は、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがっ
ている必要があります” (p. 437)

the section called “[ELB.12] Application Load Balancerは、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和
モードで構成する必要があります” (p. 438)

the section called “[ELB.13] アプリケーション、ネットワーク、Gateway Load Balancer は、複数のア
ベイラビリティーゾーンにまたがっている必要があります” (p. 439)

the section called “[ELB.14] Application Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和
モードで設定する必要があります” (p. 440)

the section called “[ES.4] CloudWatch Logs への Elasticsearch ドメインエラーログ記録を有効にする
必要があります” (p. 444)

the section called “[GuardDuty.1] GuardDuty を有効にする必要があります” (p. 448)

the section called “[IAM.6] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要がありま
す” (p. 453)

the section called “[IAM.21] 作成する IAM カスタマーマネージドポリシーにはサービスのワイルド
カードアクションを許可してはいけません” (p. 456)

the section called “[Kinesis.1] Kinesis Data Streams は、保管中に暗号化する必要があります” (p. 457)

the section called “[Lambda.5] VPC Lambda 関数は複数のアベイラビリティーゾーンで運用する必要
があります” (p. 463)

the section called “[Network Firewall.3] Network Firewall ポリシーには、1 つ以上のルールグループが
関連付けられている必要があります” (p. 464)

the section called “[NetworkFirewall.4] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアク
ションは、完全なパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。” (p. 465)

the section called “[NetworkFirewall.5] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアク
ションは、断片化されたパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。” (p. 466)

the section called “[OpenSearch.1] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要がありま
す” (p. 468)

the section called “[OpenSearch.2] OpenSearch ドメインは VPC 内に含まれている必要がありま
す” (p. 468)

the section called “[OpenSearch.3] OpenSearch ドメインはノード間で送信されるデータを暗号化する
必要があります” (p. 469)

the section called “[OpenSearch.4] CloudWatch Logs への OpenSearch ドメインエラーのログ記録を
有効にする必要があります” (p. 470)

the section called “[OpenSearch.5] OpenSearch ドメインでは、監査ログ記録を有効にする必要があり
ます” (p. 470)
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the section called “[OpenSearch.6] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要で
す” (p. 471)

the section called “[OpenSearch.7] OpenSearch ドメインは、きめ細かなアクセスコントロールを有効
にする必要があります” (p. 472)

the section called “[OpenSearch.8] OpenSearch ドメインへの接続は TLS 1.2 を使用して暗号化する必
要があります” (p. 472)

the section called “[RDS.12] IAM 認証は RDS クラスター用に設定する必要があります” (p. 485)

the section called “[RDS.13] RDS 自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要がありま
す” (p. 486)

the section called “[RDS.14] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があ
ります” (p. 487)

the section called “[RDS.15] RDS DB クラスターを複数のアベイラビリティーゾーンに対して設定す
る必要があります” (p. 488)

the section called “[RDS.24] RDS データベースクラスターはカスタム管理者ユーザーネームを使用す
る必要があります” (p. 495)

the section called “[RDS.25] RDS データベースインスタンスはカスタム管理者ユーザーネームを使用
する必要があります” (p. 496)

the section called “[Redshift.7] Amazon Redshift クラスターは拡張 VPC ルーティングを使用する必要
があります” (p. 500)

the section called “[Redshift.8] Amazon Redshift クラスターはデフォルトの管理者ユーザーネームを使
用しないでください” (p. 501)

the section called “[Redshift.9] Redshift クラスターでは、デフォルトのデータベース名を使用しないで
ください” (p. 501)

the section called “[S3.1] S3 ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります” (p. 502)

the section called “[S3.8] S3 ブロックパブリックアクセス設定は、バケットレベルで有効にする必要
があります” (p. 508)

the section called “[S3.11] S3 バケットでは、イベント通知を有効にする必要があります” (p. 510)

the section called “[S3.12] バケットへのユーザーアクセスを管理用として、S3 アクセスコントロール
リスト (ACL) を使用しないでください” (p. 511)

the section called “[S3.13] S3 バケットでは、ライフサイクルポリシーを設定する必要がありま
す” (p. 512)

the section called “[SageMaker.2] SageMaker ノートブックインスタンスはカスタム VPC で起動する
必要があります” (p. 514)

the section called “[SageMaker.3] ユーザーは SageMaker ノートブックインスタンスのルートアクセ
ス権を付与されてはなりません” (p. 515)

the section called “[SecretsManager.3] 未使用の Secrets Manager のシークレットを削除しま
す” (p. 517)

the section called “[SecretsManager.4] Secrets Manager のシークレットは、指定された日数以内に
ローテーションする必要があります” (p. 518)

the section called “[SNS.2] トピックに送信される通知メッセージでは、配信ステータスのログ記録を
有効にする必要があります” (p. 520)
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the section called “[SSM.4] SSM ドキュメントはパブリックにしないでください” (p. 525)

the section called “[WAF.1] AWS WAF クラシックグローバルウェブ ACL ログ記録を有効にする必要
があります” (p. 526)

the section called “[WAF.2] WAF リージョンルールには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 527)

the section called “[WAF.3] WAF リージョンルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 528)

the section called “[WAF.4] WAF Classic リージョンウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルール
グループが必要です” (p. 529)

the section called “[WAF.6] WAF グローバルルールには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 529)

the section called “[WAF.7] WAF グローバルルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 530)

the section called “[WAF.8] WAF グローバルウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグルー
プが必要です” (p. 531)

the section called “[WAF.10] WAFV2 ウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグループが必
要です” (p. 531)

AWS GovCloud (米国西部)
AWS GovCloud (米国西部) では、以下のコントロールはサポートされていません。

the section called “CIS AWS Foundations Benchmark v.1.2.0” (p. 536)

the section called “1.13 - MFA がルートユーザーで有効になっていることを確認する” (p. 545)

the section called “1.14 - ハードウェア MFA がルートユーザーで有効になっていることを確認する 
” (p. 546)

the section called “CIS AWS Foundations Benchmark v.1.4.0” (p. 592)

the section called “1.5 – 「ルート」ユーザーアカウントで MFA が有効であることを確認する” (p. 593)

the section called “1.6 - ハードウェア MFA がルートユーザーアカウントに対して有効であることを確
認する” (p. 594)

the section called “2.1.5.1 – S3 ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要がありま
す” (p. 605)

the section called “2.1.5.2 - S3 ブロックパブリックアクセス設定は、バケットレベルで有効にする必
要があります” (p. 606)

the section called “5.1 – ネットワーク ACL が 0.0.0.0/0 からリモートサーバー管理ポートへの侵入を
許可していないことを確認する” (p. 642)

the section called “PCI DSS” (p. 653)

the section called “[PCI.CodeBuild.1] CodeBuild GitHub または Bitbucket のソースリポジトリの URL 
は、OAuth を使用する必要がある” (p. 660)

the section called “[PCI.CodeBuild.2] CodeBuild プロジェクト環境変数にクリアテキストの認証情報を
含めるべきではない” (p. 661)

the section called “[PCI.IAM.4] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があ
る” (p. 683)

the section called “[PCI.IAM.5] ルートユーザーに対して仮想 MFA を有効にする必要がある” (p. 684)
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the section called “AWS Foundational Security Best Practices 標準” (p. 361)

the section called “[Account.1] AWS アカウント について、セキュリティの連絡先情報を提供する必要
があります” (p. 365)

the section called “[APIGateway.2] API Gateway REST API ステージでは、バックエンド認証に SSL 
証明書を使用するように設定する必要があります” (p. 367)

the section called “[APIGateway.3] API Gateway REST API ステージでは、AWS X-Ray トレースを有
効にする必要があります” (p. 368)

the section called “[APIGateway.4] API Gateway は、AWS WAF ウェブ ACL に関連付けられている必
要があります” (p. 369)

the section called “[APIGateway.8] API Gateway ルートには認証タイプを指定する必要がありま
す” (p. 370)

the section called “[APIGateway.9] API Gateway V2 ステージにアクセスロギングを設定する必要があ
ります” (p. 371)

the section called “[AutoScaling.2] Amazon EC2 Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティー
ゾーンをカバーする必要があります” (p. 373)

the section called “[AutoScaling.3] Auto Scaling グループは、EC2 インスタンスを、Instance 
Metadata Service Version 2 (IMDSv2) を必要とするように設定する必要があります” (p. 373)

the section called “[AutoScaling.4] Auto Scaling グループの起動設定では、メタデータ応答ホップ制限
が 1 を越えることはできません” (p. 374)

the section called “[Autoscaling.5] Auto Scaling グループの起動設定を使用して起動した Amazon EC2 
インスタンスは、パブリック IP アドレスを含みません” (p. 375)

the section called “[AutoScaling.6] Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティーゾーンで複数
のインスタンスタイプを使用する必要があります” (p. 376)

the section called “[Auto Scaling.9] EC2 Auto Scaling グループは EC2 起動テンプレートを使用する必
要があります” (p. 377)

the section called “[CloudFormation.1] CloudFormation スタックは、Simple Notification Service (SNS) 
と統合させる必要があります” (p. 377)

the section called “[CloudFront.1] CloudFront ディストリビューションでは、デフォルトのルートオブ
ジェクトが設定されている必要があります” (p. 378)

the section called “[CloudFront.2] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンアクセスアイデ
ンティティを有効にする必要があります” (p. 379)

the section called “[CloudFront.3] CloudFront ディストリビューションでは、転送中に暗号化が必要と
なります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.4] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンフェイルオー
バーが設定されている必要があります” (p. 380)

the section called “[CloudFront.5] CloudFront ディストリビューションでは、ログ記録を有効にする必
要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.6] CloudFront ディストリビューションでは、AWS WAF を有効にする
必要があります” (p. 381)

the section called “[CloudFront.7] CloudFront ディストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明
書を使用する必要があります” (p. 382)
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the section called “[CloudFront.8] CloudFront ディストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS 
リクエストを処理する必要があります” (p. 382)

the section called “[CloudFront.9] CloudFront ディストリビューションでは、カスタムオリジンへのト
ラフィックを暗号化する必要があります” (p. 383)

the section called “[CloudFront.10] CloudFront ディストリビューションは、エッジロケーションとカ
スタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください” (p. 384)

the section called “[CloudFront.12] CloudFront ディストリビューションは、存在しない S3 オリジンを
ポイントしない必要があります。” (p. 384)

the section called “[CodeBuild.1] CodeBuild GitHub または Bitbucket のソースリポジトリの URL 
は、OAuth を使用する必要があります” (p. 390)

the section called “[CodeBuild.2] CodeBuild プロジェクト環境変数にクリアテキストの認証情報を含め
ることはできません” (p. 391)

the section called “[CodeBuild.3] CodeBuild S3 ログは暗号化する必要があります ” (p. 392)

the section called “[CodeBuild.4] CodeBuild プロジェクト環境にはログ記録の設定が必要です” (p. 393)

the section called “[CodeBuild.5] CodeBuild プロジェクト環境では特権モードを有効にしないでくださ
い” (p. 393)

the section called “[DynamoDB.1] DynamoDB テーブルは、需要に応じて容量をオートスケーリングす
る必要があります” (p. 396)

the section called “[EC2.15] EC2 サブネットは、パブリック IP アドレスを自動的に割り当てないでく
ださい” (p. 408)

the section called “[EC2.16] 未使用のネットワークアクセスコントロールリストを削除する必要があり
ます” (p. 409)

the section called “[EC2.17] EC2 インスタンスは複数の ENI を使用しないでください” (p. 410)

the section called “[EC2.20] AWS Site-to-Site VPN 接続用の VPN トンネルは、両方とも起動している
必要があります。” (p. 413)

the section called “[EC2.21] ネットワーク ACL は、0.0.0.0/0 からポート 22、またはポート 3389 への
侵入をを許可しないようにする必要があります” (p. 414)

the section called “[EC2.22] 未使用の EC2 セキュリティグループを削除する必要があります” (p. 414)

the section called “[EC2.23] EC2 Transit Gateway は VPC アタッチメントリクエストを自動的に受け
付けるべきではありません” (p. 415)

the section called “[EC2.24] 準仮想化 EC2 インスタンスタイプは使用しないでください” (p. 415)

the section called “[EC2.25] EC2 起動テンプレートはパブリック IP をネットワークインターフェース
に割り当ててはなりません” (p. 417)

the section called “[ECR.1] ECR プライベートリポジトリでは、イメージスキャニングが設定されてい
る必要があります” (p. 417)

the section called “[ECR.2] ECR プライベートリポジトリでは、タグのイミュータビリティが設定され
ている必要があります” (p. 418)

the section called “[ECR.3] ECR リポジトリには、少なくとも 1 つのライフサイクルポリシーが設定さ
れている必要があります” (p. 419)
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the section called “[ECS.1] Amazon ECS タスク定義には、セキュアなネットワークモードとユーザー
定義が必要です。” (p. 420)

the section called “[ECS.2] Amazon ECS サービスには、パブリック IP アドレスを自動で割り当てな
いでください” (p. 420)

the section called “[ECS.3] ECS タスクの定義では、ホストのプロセス名前空間を共有しないでくださ
い” (p. 421)

the section called “[ECS.4] ECS コンテナは、非特権として実行する必要があります” (p. 422)

the section called “[ECS.5] ECS コンテナは、ルートファイルシステムへの読み取り専用アクセスに制
限する必要があります。” (p. 422)

the section called “[ECS.8] シークレットは、コンテナ環境の変数として渡さないでください” (p. 423)

the section called “[ECS.10] Fargate サービスは、Fargate プラットフォームの最新バージョンで実行
する必要があります。” (p. 424)

the section called “[ECS.12] ECS クラスターでは、Container Insights を有効にする必要がありま
す” (p. 425)

the section called “[EFS.2] Amazon EFS ボリュームは、バックアッププランに含める必要がありま
す” (p. 427)

the section called “[EFS.3] EFS アクセスポイントは、ルートディレクトリを適用する必要がありま
す” (p. 427)

the section called “[EFS.4] EFS アクセスポイントは、ユーザー ID を適用する必要がありま
す” (p. 428)

the section called “[EKS.2] EKS クラスターは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行す
る必要があります。” (p. 429)

the section called “[ElasticBeanstalk.1] Elastic Beanstalk 環境では、拡張ヘルスレポートを有効にする
必要があります。” (p. 430)

the section called “[ElasticBeanstalk.2] Elastic Beanstalk のマネージドプラットフォームの更新を有効
にする必要があります” (p. 431)

the section called “[ELB.10] Classic Load Balancers は、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがっ
ている必要があります” (p. 437)

the section called “[ELB.12] Application Load Balancerは、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和
モードで構成する必要があります” (p. 438)

the section called “[ELB.13] アプリケーション、ネットワーク、Gateway Load Balancer は、複数のア
ベイラビリティーゾーンにまたがっている必要があります” (p. 439)

the section called “[ELB.14] Application Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和
モードで設定する必要があります” (p. 440)

the section called “[ES.4] CloudWatch Logs への Elasticsearch ドメインエラーログ記録を有効にする
必要があります” (p. 444)

the section called “[IAM.6] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要がありま
す” (p. 453)

the section called “[IAM.21] 作成する IAM カスタマーマネージドポリシーにはサービスのワイルド
カードアクションを許可してはいけません” (p. 456)
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the section called “[Kinesis.1] Kinesis Data Streams は、保管中に暗号化する必要があります” (p. 457)

the section called “[Lambda.5] VPC Lambda 関数は複数のアベイラビリティーゾーンで運用する必要
があります” (p. 463)

the section called “[Network Firewall.3] Network Firewall ポリシーには、1 つ以上のルールグループが
関連付けられている必要があります” (p. 464)

the section called “[NetworkFirewall.4] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアク
ションは、完全なパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。” (p. 465)

the section called “[NetworkFirewall.5] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアク
ションは、断片化されたパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。” (p. 466)

the section called “[OpenSearch.1] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要がありま
す” (p. 468)

the section called “[OpenSearch.2] OpenSearch ドメインは VPC 内に含まれている必要がありま
す” (p. 468)

the section called “[OpenSearch.3] OpenSearch ドメインはノード間で送信されるデータを暗号化する
必要があります” (p. 469)

the section called “[OpenSearch.4] CloudWatch Logs への OpenSearch ドメインエラーのログ記録を
有効にする必要があります” (p. 470)

the section called “[OpenSearch.5] OpenSearch ドメインでは、監査ログ記録を有効にする必要があり
ます” (p. 470)

the section called “[OpenSearch.6] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要で
す” (p. 471)

the section called “[OpenSearch.7] OpenSearch ドメインは、きめ細かなアクセスコントロールを有効
にする必要があります” (p. 472)

the section called “[OpenSearch.8] OpenSearch ドメインへの接続は TLS 1.2 を使用して暗号化する必
要があります” (p. 472)

the section called “[RDS.12] IAM 認証は RDS クラスター用に設定する必要があります” (p. 485)

the section called “[RDS.13] RDS 自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要がありま
す” (p. 486)

the section called “[RDS.14] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があ
ります” (p. 487)

the section called “[RDS.15] RDS DB クラスターを複数のアベイラビリティーゾーンに対して設定す
る必要があります” (p. 488)

the section called “[RDS.24] RDS データベースクラスターはカスタム管理者ユーザーネームを使用す
る必要があります” (p. 495)

the section called “[RDS.25] RDS データベースインスタンスはカスタム管理者ユーザーネームを使用
する必要があります” (p. 496)

the section called “[Redshift.7] Amazon Redshift クラスターは拡張 VPC ルーティングを使用する必要
があります” (p. 500)

the section called “[Redshift.8] Amazon Redshift クラスターはデフォルトの管理者ユーザーネームを使
用しないでください” (p. 501)
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the section called “[Redshift.9] Redshift クラスターでは、デフォルトのデータベース名を使用しないで
ください” (p. 501)

the section called “[S3.1] S3 ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります” (p. 502)

the section called “[S3.8] S3 ブロックパブリックアクセス設定は、バケットレベルで有効にする必要
があります” (p. 508)

the section called “[S3.11] S3 バケットでは、イベント通知を有効にする必要があります” (p. 510)

the section called “[S3.12] バケットへのユーザーアクセスを管理用として、S3 アクセスコントロール
リスト (ACL) を使用しないでください” (p. 511)

the section called “[S3.13] S3 バケットでは、ライフサイクルポリシーを設定する必要がありま
す” (p. 512)

the section called “[SageMaker.2] SageMaker ノートブックインスタンスはカスタム VPC で起動する
必要があります” (p. 514)

the section called “[SageMaker.3] ユーザーは SageMaker ノートブックインスタンスのルートアクセ
ス権を付与されてはなりません” (p. 515)

the section called “[SecretsManager.3] 未使用の Secrets Manager のシークレットを削除しま
す” (p. 517)

the section called “[SecretsManager.4] Secrets Manager のシークレットは、指定された日数以内に
ローテーションする必要があります” (p. 518)

the section called “[SNS.2] トピックに送信される通知メッセージでは、配信ステータスのログ記録を
有効にする必要があります” (p. 520)

the section called “[SSM.4] SSM ドキュメントはパブリックにしないでください” (p. 525)

the section called “[WAF.1] AWS WAF クラシックグローバルウェブ ACL ログ記録を有効にする必要
があります” (p. 526)

the section called “[WAF.2] WAF リージョンルールには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 527)

the section called “[WAF.3] WAF リージョンルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 528)

the section called “[WAF.4] WAF Classic リージョンウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルール
グループが必要です” (p. 529)

the section called “[WAF.6] WAF グローバルルールには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 529)

the section called “[WAF.7] WAF グローバルルールグループには、1 つ以上の条件が必要です” (p. 530)

the section called “[WAF.8] WAF グローバルウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグルー
プが必要です” (p. 531)

the section called “[WAF.10] WAFV2 ウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグループが必
要です” (p. 531)
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Security Hub を無効にする
AWS Security Hub を無効にするには、Security Hub コンソールまたは Security Hub API を使用します。

次の場合は、Security Hub を無効にできません。

• アカウントが組織の委任された Security Hub 管理者アカウントである場合。
• アカウントが招待による Security Hub 管理者アカウントであり、有効になっているメンバーアカウント

がある場合。Security Hub を無効にするには、すべてのメンバーアカウントの関連付けを解除する必要
があります。「the section called “メンバーアカウントの関連付けを解除する” (p. 56)」を参照してくだ
さい。

• アカウントがメンバーアカウントである場合。Security Hub を無効にするには、アカウントの関連付け
を管理者アカウントから解除する必要があります。

組織アカウントの場合、メンバーアカウントの関連付けを解除できるのは管理者アカウントのみです。
「the section called “メンバーアカウントの関連付けを解除する” (p. 51)」を参照してください。

手動で招待されたアカウントの場合は、管理者アカウントまたはメンバーアカウントのいずれかでメン
バーアカウントの関連付けを解除できます。「the section called “メンバーアカウントの関連付けを解除
する” (p. 56)」または「the section called “管理者アカウントから関連付けを解除する” (p. 58)」を参照し
てください。

アカウントの Security Hub を無効にすると、現在のリージョンでのみ無効になります。そのリージョンに
あるアカウントの新しい結果は処理されません。

また以下の事項も発生します。

• 90 日後、既存の結果とインサイト、および Security Hub の構成設定は削除され、回復できなくなりま
す。

既存の結果を保存する場合は、Security Hub を無効にする前にそれらをエクスポートする必要があり
ます。詳細については、「the section called “アカウントアクションが Security Hub データに及ぼす影
響” (p. 59)」を参照してください。

• 有効な標準はすべて無効になります。

Security Hub の無効化 (コンソール)
Security Hub は、AWS 管理コンソールから無効にすることができます。

Security Hub を無効にするには (コンソール)

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
3. [Settings] (設定) ページで [General] (全般) を選択します。
4. [Disable AWS Security Hub] (AWS Security Hub を無効化) で、[Disable AWS Security Hub] (AWS 

Security Hub を無効化) を選択します。次に [Disable AWS Security Hub] (AWS Security Hub を無効
化) を再度選択します。
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Security Hub の無効化 (Security Hub API、AWS 
CLI)

Security Hub を無効にするには、API コールまたは AWS Command Line Interface を使用します。

Security Hub を無効にするには (Security Hub API、AWS CLI)

• Security Hub API - DisableSecurityHub オペレーションを使用します。
• AWS CLI - コマンドラインで disable-security-hub コマンドを実行します。

aws securityhub disable-security-hub
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「AWS Security Hub ユーザーガイ
ド」のドキュメント履歴

次の表で、AWS のドキュメントの更新について説明します。

変更 説明 日付

新しい ASFF フィールド Security Hub は、AWSセキュ
リティ検索形式 (ASFF) に
ProductFields.ArchivalReasons:0/
Description と 
　ProductFields.ArchivalReasons:0/
ReasonCode　を追加しました。

2023 年 2 月 8 日

新しい ASFF フィールド Security Hub は、 AWS Security 
Finding Format (ASFF) に 
Compliance.AssociatedStandards 
と Compliance.SecurityControlId 
を追加しました。

2023 年 1 月 31 日

脆弱性の詳細が公開されました Amazon Inspector が Security 
Hub に送信する結果につい
て、Security Hub コンソールで脆
弱性の詳細を確認できるようにな
りました。

2023 年 1 月 14 日

Security Hub が中東 (UAE) で利
用可能に

Security Hub が中東 (UAE) で利
用可能になりました。一部、リー
ジョン別の制限があるコントロー
ルがあります。

2023 年 1 月 12 日

MetricStream とのサードパー
ティ統合を追加

Security Hub は、中国と AWS 
GovCloud (US) を除くすべての
リージョンで、MetricStream と
のサードパーティ統合をサポート
するようになりました。

2023 年 1 月 11 日

組織アカウント上限の引き上げ Security Hub は、リージョンごと
の各 Security Hub 管理者アカウ
ントにつき、最大 11,000 のメン
バーアカウントをサポートするよ
うになりました。

2022 年 12 月 27 日

ElasticBeanstalk.3 のロールバッ
ク

Security Hub は、すべてのリー
ジョンの FSBP 標準で、コン
トロール「[ElasticBeanstalk.3] 
Elastic Beanstalk は CloudWatch 
にログをストリーミングする必要
があります」のロールバックを行
いました。

2022 年 12 月 21 日

Security Hub で新しいセキュリ
ティコントロールを追加

次の新しい Security Hub コント
ロールは、FSBP 標準を有効にし
ている顧客が使用できます。一

2022 年 12 月 15 日
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部、リージョン別の制限があるコ
ントロールがあります。

• the section called “[Account.1] 
AWS アカウント について、セ
キュリティの連絡先情報を提供
する必要があります” (p. 365)

• the section called 
“[APIGateway.8] API Gateway 
ルートには認証タイプを指定す
る必要があります” (p. 370)

• the section called 
“[APIGateway.9] API Gateway 
V2 ステージにアクセスロギ
ングを設定する必要がありま
す” (p. 371)

• the section called 
“[CodeBuild.3] CodeBuild S3 ロ
グは暗号化する必要があります 
” (p. 392)

• the section called 
“[CloudFront.12] CloudFront 
ディストリビューションは、
存在しない S3 オリジンをポ
イントしない必要がありま
す。” (p. 384)

• the section called “[EC2.25] 
EC2 起動テンプレートはパブ
リック IP をネットワークイン
ターフェースに割り当ててはな
りません” (p. 417)

• [ElasticBeanstalk.3] Elastic 
Beanstalk は CloudWatch にロ
グをストリーミングする必要が
あります

• the section called 
“[SageMaker.2] SageMaker 
ノートブックインスタンスはカ
スタム VPC で起動する必要が
あります” (p. 514)

• the section called 
“[SageMaker.3] ユーザーは 
SageMaker ノートブックイ
ンスタンスのルートアクセ
ス権を付与されてはなりませ
ん” (p. 515)

• the section called “[WAF.10] 
WAFV2 ウェブ ACL には、1 
つ以上のルールまたはルールグ
ループが必要です” (p. 531)
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今後予定されている機能につい
てのガイダンス

Security Hub は、統合されたコン
トロールビューと統合された統
制結果という、2 つの新機能をリ
リースする予定です。これらの今
後予定されている機能は、統制結
果フィールドや値に依存する既存
のワークフローに影響を与える可
能性があります。

2022 年 12 月 9 日

Amazon Security Lake の統合の
提供を開始

Security Lake は Security Hub 
の検出結果を受け取ること
で、Security Hub と統合されるよ
うになりました。

2022 年 11 月 29 日

サービスマネージドスタンダー
ド: AWS Control Tower のサポー
ト

Security Hub は、サービスマネー
ジドスタンダード: AWS Control 
Tower と呼ばれる新しいセキュ
リティ標準をサポートしていま
す。この標準は AWS Control 
Tower が管理します。

2022 年 11 月 28 日

CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.4.0 の中国リー
ジョンでの提供を開始

Security Hub は、中国リージョ
ンの CIS AWS Foundations 
Benchmark v1.4.0 をサポートす
るようになりました。

2022 年 11 月 18 日

Jira Service Management Cloud 
の統合の提供を開始

Jira Service Management Cloud 
は、中国リージョンを除くすべて
の利用可能な Security Hub リー
ジョンで、Security Hub の検出結
果を受け取るようになりました。

2022 年 11 月 17 日

AWS IoT Device Defender 統合
の提供を開始

AWS IoT Device Defender は、使
用可能なすべての Security Hub 
リージョンの Security Hub に検
出結果を送信するようになりまし
た。

2022 年 11 月 17 日

CIS AWS Foundations 
Benchmark v.1.4.0 のサポート

Security Hub は、CIS AWS 
Foundations Benchmark v1.4.0 
をサポートするセキュリティコ
ントロールを提供するようにな
りました。この標準は、中国リー
ジョンを除くすべての利用可能な 
Security Hub リージョンで利用で
きます。

2022 年 11 月 9 日

AWS GovCloud (US) での 
Security Hub サポートの発表

AWS GovCloud (米国東部) およ
び AWS GovCloud (米国西部) 
で Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) を使用し
て Security Hub の発表をサブス
クライブし、Security Hub に関す
る通知を受け取ることができるよ
うになりました。

2022 年 10 月 3 日
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AWS Security Hub で新しいセ
キュリティコントロールを追加

新しい Security Hub コントロー
ル AutoScaling.9 は、FSBP 標準
を有効にしている顧客が使用でき
ます。コントロールにはリージョ
ン別の制限がある場合がありま
す。

2022 年 9 月 1 日

Security Hub の発表のサブスク
ライブ

Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) を使用し
て Security Hub の発表をサブス
クライブし、Security Hub に関す
る通知を受け取ることができるよ
うになりました。

2022 年 8 月 29 日

クロスリージョン集約のための
リージョン拡張

クロスリージョン集約を AWS 
GovCloud (US) の結果、結果の
更新、インサイトに使用できるよ
うになりました。

2022 年 8 月 2 日

新しいサードパーティー製品の
統合

Fortinet - FortiCNP は Security 
Hub の結果を受信するサード
パーティー統合です。JFrogは 
Security Hub に結果を送信する
サードパーティー統合です。

2022 年 7 月 26 日

EC2.27 は廃止されました Security Hub で廃止された
EC2.27 - 実行中の EC2 イン
スタンスはキーペア (AWS 
Foundational Security Best 
Practices (FSBP) 標準の以前のコ
ントロール) を使用すべきではあ
りません。

2022 年 7 月 20 日

Lambda.2 は python3.6 をサポー
トしなくなりました

Security Hub は Lambda.2 (AWS 
Foundational Security Best 
Practices 標準) のパラメータとし
て python3.6 をサポートしなくな
りました、

2022 年 7 月 19 日
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AWS Security Hub で新しいセ
キュリティコントロールを追加

次の 36 の新しいSecurity Hub コ
ントロールは、FSBP 標準を有効
にしている顧客が使用できます。
一部、リージョン別の制限がある
コントロールがあります。

• the section called 
“[AutoScaling.3] Auto Scaling 
グループは、EC2 インスタ
ンスを、Instance Metadata 
Service Version 2 (IMDSv2) を
必要とするように設定する必要
があります” (p. 373)

• the section called 
“[AutoScaling.4] Auto Scaling 
グループの起動設定では、
メタデータ応答ホップ制限
が 1 を越えることはできませ
ん” (p. 374)

• the section called 
“[AutoScaling.6] Auto Scaling 
グループは、複数のアベイラビ
リティーゾーンで複数のインス
タンスタイプを使用する必要が
あります” (p. 376)

• the section called 
“[CloudFormation.1] 
CloudFormation スタック
は、Simple Notification Service 
(SNS) と統合させる必要があり
ます” (p. 377)

• the section called 
“[CloudFront.10] CloudFront 
ディストリビューションは、
エッジロケーションとカスタム
オリジン間に非推奨の SSL プ
ロトコルを使用しないでくださ
い” (p. 384)

• the section called “[EC2.23] 
EC2 Transit Gateway は VPC 
アタッチメントリクエストを自
動的に受け付けるべきではあり
ません” (p. 415)

• the section called “[EC2.24] 
準仮想化 EC2 インスタンス
タイプは使用しないでくださ
い” (p. 415)

• the section called “[ECR.1] 
ECR プライベートリポジトリ
では、イメージスキャニング
が設定されている必要がありま
す” (p. 417)

• the section called “[ECR.2] 
ECR プライベートリポジトリ
では、タグのイミュータビリ

2022 年 6 月 22 日
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ティが設定されている必要があ
ります” (p. 418)

• the section called “[ECS.3] 
ECS タスクの定義では、ホス
トのプロセス名前空間を共有し
ないでください” (p. 421)

• the section called “[ECS.4] 
ECS コンテナは、非特権と
して実行する必要がありま
す” (p. 422)

• the section called “[ECS.5] 
ECS コンテナは、ルートファ
イルシステムへの読み取り専用
アクセスに制限する必要があり
ます。” (p. 422)

• the section called “[ECS.8] 
シークレットは、コンテナ環境
の変数として渡さないでくださ
い” (p. 423)

• the section called “[ECS.10] 
Fargate サービスは、Fargate 
プラットフォームの最新バー
ジョンで実行する必要がありま
す。” (p. 424)

• the section called “[ECS.12] 
ECS クラスターで
は、Container Insights を
有効にする必要がありま
す” (p. 425)

• the section called “[EFS.3] EFS 
アクセスポイントは、ルート
ディレクトリを適用する必要が
あります” (p. 427)

• the section called “[EFS.4] EFS 
アクセスポイントは、ユーザー 
ID を適用する必要がありま
す” (p. 428)

• the section called “[EKS.2] EKS 
クラスターは、サポートされ
ている Kubernetes バージョ
ンで実行する必要がありま
す。” (p. 429)

• the section called “[ELB.12] 
Application Load Balancerは、
防御モードまたは最も厳密な非
同期緩和モードで構成する必要
があります” (p. 438)

• the section called “[ELB.13] ア
プリケーション、ネットワー
ク、Gateway Load Balancer 
は、複数のアベイラビリティー
ゾーンにまたがっている必要が
あります” (p. 439)
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• the section called “[ELB.14] 
Application Load Balancer は、
防御モードまたは最も厳密な非
同期緩和モードで設定する必要
があります” (p. 440)

• the section called “[Kinesis.1] 
Kinesis Data Streams は、保管
中に暗号化する必要がありま
す” (p. 457)

• the section called “[Network 
Firewall.3] Network Firewall ポ
リシーには、1 つ以上のルール
グループが関連付けられている
必要があります” (p. 464)

• the section called 
“[NetworkFirewall.4] Network 
Firewall ポリシーのデフォルト
のステートレスアクションは、
完全なパケットに対してドロッ
プまたは転送される必要があり
ます。” (p. 465)

• the section called 
“[NetworkFirewall.5] Network 
Firewall ポリシーのデフォルト
のステートレスアクションは、
断片化されたパケットに対して
ドロップまたは転送される必要
があります。” (p. 466)

• the section called 
“[OpenSearch.7] OpenSearch 
ドメインは、きめ細かなアクセ
スコントロールを有効にする必
要があります” (p. 472)

• the section called “[Redshift.9] 
Redshift クラスターでは、デ
フォルトのデータベース名を使
用しないでください” (p. 501)

• the section called “[S3.13] S3 
バケットでは、ライフサイクル
ポリシーを設定する必要があり
ます” (p. 512)

• the section called “[SNS.2] ト
ピックに送信される通知メッ
セージでは、配信ステータスの
ログ記録を有効にする必要があ
ります” (p. 520)

• the section called “[WAF.2] 
WAF リージョンルールに
は、1 つ以上の条件が必要で
す” (p. 527)

• the section called “[WAF.3] 
WAF リージョンルールグルー
プには、1 つ以上の条件が必要
です” (p. 528)
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• the section called “[WAF.4] 
WAF Classic リージョンウェブ 
ACL には、1 つ以上のルール
またはルールグループが必要で
す” (p. 529)

• the section called “[WAF.6] 
WAF グローバルルールに
は、1 つ以上の条件が必要で
す” (p. 529)

• the section called “[WAF.7] 
WAF グローバルルールグルー
プには、1 つ以上の条件が必要
です” (p. 530)

• the section called “[WAF.8] 
WAF グローバルウェブ ACL 
には、1 つ以上のルールまた
はルールグループが必要で
す” (p. 531)

AWS Security Hub が新規リー
ジョンをサポート

Security Hub をアジアパシフィッ
ク (ジャカルタ) でご利用いただ
けるようになりました。このリー
ジョンでは、一部のコントロール
が使用できません。

2022 年 6 月 7 日

AWS Security Hub と AWS 
Config との統合が改善

Security Hub ユーザーは、AWS 
Config ルール評価の結果を 
Security Hub の結果として確認す
ることができます。

2022 年 6 月 6 日

自動で有効化された標準をオプ
トアウトする機能が追加されま
した

AWS Organizations と統合してい
るユーザーは、この機能を使うこ
とで、Security Hub 管理者アカウ
ントにログインし、自動で有効化
された標準から新しいメンバーア
カウントをオプトアウトできるよ
うになります。

2022 年 4 月 25 日

クロスリージョン集約が拡張さ
れました

コントロールステータスとセキュ
リティスコアにクロスリージョン
集約が追加されました。

2022 年 4 月 20 日

CompanyName と ProductName 
がトップレベルの属性になりま
した

カスタムインテグレーションに関
連付けられた会社名および製品名
を設定するための、新しいトップ
レベル属性が追加されました

2022 年 4 月 1 日

AWS Foundational Security Best 
Practices 標準に新しいコント
ロールを追加

AWS Foundational Security Best 
Practices 標準に 5 個の新しいコ
ントロールが追加されました。

2022 年 3 月 31 日

新しいリソースの詳細オブジェ
クトが ASFF に追加されました

AwsRdsDbSecurityGroup リ
ソースタイプが ASFF に追加さ
れました。

2022 年 3 月 25 日

ASFF に新しいリソースの詳細が
追加されました

その他の詳細が
AwsAutoScalingScalingGroup、AwsElbLoadBalancer、AwsRedshiftCluster、AwsCodeBuildProject
に追加されました。

2022 年 3 月 25 日
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AWS Foundational Security Best 
Practices 標準に新しいコント
ロールを追加

AWS Foundational Security Best 
Practices 標準に 15 個の新しい
コントロールが追加されました。

2022 年 3 月 16 日

AWS Foundational Security Best 
Practices 標準と Payment Card 
Industry Data Security Standard 
(PCI DSS) に新しいコントロール
を追加

Amazon OpenSearch 
Service、Amazon 
RDS、Amazon EC2、Elastic 
Load Balancing、CloudFront 
の新しいコントロールが AWS 
Foundational Security Best 
Practices 標準に追加されまし
た。また、OpenSearch Service 
の 2 つの新しいコントロールが 
PCI DSS に追加されました。

2022 年 2 月 15 日

ASFF に新しいフィールドを追加 次の新しいフィールドが追加され
ました: Sample。

2022 年 1 月 26 日

AWS Health との統合を追加 AWS Health は、サービス間のイ
ベントメッセージを使用して、
結果を Security Hub に送信しま
す。

2022 年 1 月 19 日

AWS Trusted Advisor との統合を
追加

Trusted Advisor は、そのチェッ
クの結果を Security Hub の結
果として Security Hub に送信
します。Security Hub は、AWS 
Foundational Security Best 
Practices のチェックの結果を 
Trusted Advisor に送信します。

2022 年 1 月 18 日

ASFF のリソースの詳細オブジェ
クトを更新

MixedInstancesPolicy お
よび AvailabilityZones が
AwsAutoScalingAutoScalingGroup
に追加されまし
た。MetadataOptions が
AwsAutoScalingLaunchConfiguration
に追加されまし
た。BucketVersioningConfiguration
が AwsS3Bucket に追加されま
した。

2021 年 12 月 20 日

ASFF ドキュメントの出力を更新 ASFF 属性の説明は、以前は 1 つ
のトピックにまとめられていまし
た。各最上位レベルのオブジェク
トと各リソースの詳細オブジェク
トが、独自のトピックに移動され
ました。ASFF 構文のトピックに
は、これらのトピックへのリンク
が含まれています。

2021 年 12 月 20 日

新しいリソースの詳細オブジェ
クトを AWS Network Firewall の 
ASFF に追加

AWS Network Firewall で、
次のリソースの詳細オブ
ジェクトが追加されました:
AwsNetworkFirewallFirewall、AwsNetworkFireFirewallPolicy、
および
AwsNetworkFirewallRuleGroup。

2021 年 12 月 20 日
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Amazon Inspector の新しいバー
ジョンのサポートの追加

Security Hub が Amazon 
Inspector Classic だけでなく 
Amazon Inspector の新バージョ
ンとも統合されました。Amazon 
Inspector が Security Hub に結果
を送信します。

2021 年 11 月 29 日

EC2.19 の重要度を変更 EC2.19 (セキュリティグループ
が、リスクの高いポートへの無制
限アクセスを許可しない) の重要
度 が「高」から「重大」に変更
されました。

2021 年 11 月 17 日

Sonrai Dig との新しい統合 Security Hub で Sonrai Dig との
統合が可能となりました。Sonrai 
Dig はクラウド環境を監視して、
セキュリティリスクを特定しま
す。Sonrai Dig は結果を Security 
Hub に送信します。

2021 年 11 月 12 日

CIS 2.1 および CloudTrail.1 
コントロールのチェックを更
新 (p. 823)

CIS 2.1 と CloudTrail.1 では、
少なくとも 1 つのマルチリー
ジョン CloudTrail 追跡が設定
されていることを確認する以外
に、少なくとも 1 つのマルチ
リージョン CloudTrail 追跡で
ExcludeManagementEventSources
パラメータが空であることも
チェックします。

2021 年 11 月 9 日

VPC エンドポイントのサポート
を追加

Security Hub は AWS PrivateLink 
と統合され、VPC エンドポイン
トをサポートするようになりまし
た。

2021 年 11 月 3 日

AWS Foundational Security Best 
Practices 標準にコントロールを
追加

Elastic Load Balancing (ELB.2 
および ELB.8) および AWS 
Systems Manager (SSM.4) の新
しいコントロールが追加されまし
た。

2021 年 11 月 2 日

EC2.19 コントロールのチェック
にポートを追加

EC2.19 では、セキュリティグ
ループが次のポートへの無制限
の入力アクセスを許可しないこ
ともチェックするようになりまし
た: 3000 (Go、Node.js、および 
Ruby の ウェブ開発フレームワー
ク)、5000 (Python ウェブ開発フ
レームワーク)、8088 (レガシー 
HTTP ポート)、8888 (代替 HTTP 
ポート)

2021 年 10 月 27 日
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Logz.io クラウド SIEM との統合
を追加

Logz.io は、セキュリティチーム
がリアルタイムでセキュリティ
の脅威を検出、分析、対応でき
るように、ログとイベントデー
タの高度な相関を提供する Cloud 
SIEM のプロバイダです。Logz.io 
は、Security Hub から結果を受け
取ります。

2021 年 10 月 25 日

リージョン間の結果集約のサ
ポートを追加

クロスリージョン集約では、リー
ジョンを変更しなくても、すべて
の結果を確認できます。管理者ア
カウントによって、集約リージョ
ンとリンクされたリージョンが
選択されます。管理者アカウント
とそのメンバーアカウントの結果
が、リンクされたリージョンから
集約リージョンに集約されます。

2021 年 10 月 20 日

ASFF のリソースの詳細オブジェ
クトを更新

ビューワーの証明書の詳細が
AwsCloudFrontDistribution
に追加されました。その他の詳
細が AwsCodeBuildProject
に追加されました。ロー
ドバランサーの属性が
AwsElbV2LoadBalancer に
追加されました。S3 バケット
所有者のアカウント識別子が
AwsS3Bucket に追加されまし
た。

2021 年 10 月 8 日

新しいリソースの詳細オブジェ
クトを ASFF に追加

次の新しいリソースの
詳細オブジェクトが 
ASFF に追加されました:
AwsEc2VpcEndpointService、AwsEcrRepository、AwsEksCluster、AwsOpenSearchServiceDomain、AwsWafRateBasedRule、AwsWafRegionalRateBasedRule、AwsXrayEncryptionConfig

2021 年 10 月 8 日

Lambda.2 コントロールから非推
奨のランタイムを削除

AWS Foundational Security Best 
Practices 標準で、「[Lambda.2] 
Lambda 関数はサポートされたラ
ンタイムを使用する必要がありま
す」から dotnetcore2.1 ラン
タイムが削除されました。

2021 年 10 月 6 日

Check Point 統合の新しい名前 Check Point Dome9 アークとの
統合が Check Point CloudGuard 
Posture Management になりまし
た。統合 ARN は変更されません
でした。

2021 年 10 月 1 日

Alcide との統合を削除 (p. 823) Alcide kAudit との統合は中止さ
れます。

2021 年 9 月 30 日

EC2.19 の重要度を変更 「[EC2.19] セキュリティグルー
プが、リスクの高いポートへの無
制限アクセスを許可しない」の重
要度が「中」から「高」に変更さ
れました。

2021 年 9 月 30 日
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AWS Organizations との統合が
中国リージョンでサポートされ
るようになります (p. 823)

Security Hub と Organizations の
統合が中国 (北京) と中国 (寧夏) 
でサポートされるようになりまし
た。

2021 年 9 月 20 日

S3.1 および PCI.S3.6 コントロー
ルの新しい AWS Config ルー
ル (p. 823)

S3.1 と PCI.S3.6 の両方
で、Amazon S3 ブロックパブ
リックアクセスの設定が有効
になっていることが確認され
ます。これらのコントロール
の AWS Config ルールは s3-
account-level-public-
access-blocks から s3-
account-level-public-
access-blocks-periodic に
変更されます。

2021 年 9 月 14 日

Lambda.2 コントロールから非推
奨のランタイムを削除

AWS Foundational Security Best 
Practices 標準で、「[Lambda.2] 
Lambda 関数はサポートされたラ
ンタイムを使用する必要がありま
す」から nodejs10.x ランタイ
ムと ruby2.5 ランタイムが削除
されました。

2021 年 9 月 13 日

CIS 2.2 コントロールの重要度を
変更

CIS AWS Foundations 
Benchmark 標準で、「2.2. - 
「CloudTrailのログファイル検証
が有効であることを確認する」の
重要度が「低」から「中」に変更
されました。

2021 年 9 月 13 日

AWS Foundational Security 
Best Practices 標準で 
ECS.1、Lambda.2、SSM.1 を更
新

AWS Foundational Security Best 
Practices 標準で、ECS.1 の
SkipInactiveTaskDefinitions
パラメータが true に設定されま
した。これにより、コントロー
ルはアクティブなタスク定義のみ
をチェックします。Lambda.2 で
は、Python 3.9 がランタイムの
リストに追加されました。SSM.1 
は、停止中および実行中の両方の
インスタンスをチェックするよう
になりました。

2021 年 9 月 7 日

PCI.Lambda.2 コントロールに
よって Lambda @Edge リソース
を除外

Payment Card Industry Data 
Security Standard (PCI DSS) で
は、PCI.Lambda.2 コントロール
によって Lambda @Edge リソー
スが除外されるようになりまし
た。

2021 年 9 月 7 日

HackerOne Vulnerability 
Intelligence との統合を追加

Security Hub で HackerOne 
Vulnerability Intelligence との統
合が可能になりました。この統合
によって、結果が Security Hub 
に送信されるようになります。

2021 年 9 月 7 日
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ASFF のリソースの詳細オブジェ
クトを更新

AwsKmsKey に
は、KeyRotationStatus が追
加されました。AwsS3Bucket に
は、AccessControlList、BucketLoggingConfiguration、BucketNotificationConfiguration、
および
BucketWebsiteConfiguration
が追加されました。

2021 年 9 月 2 日

新しいリソースの詳細オブジェ
クトを ASFF に追加

次の新しいリソースの
詳細オブジェクトが 
ASFF に追加されました:
AwsAutoScalingLaunchConfiguration、AwsEc2VpnConnection、
および
AwsEcrContainerImage。

2021 年 9 月 2 日

ASFF で Vulnerabilities オ
ブジェクトに詳細を追加

Cvss では、Adjustments
と Source が追加されまし
た。VulnerablePackages で
は、ファイルパスとパッケージマ
ネージャーが追加されました。

2021 年 9 月 2 日

Systems Manager Explorer およ
び OpsCenter の統合が中国リー
ジョンでサポートされるように
なります (p. 823)

Security Hub と SSM Explorer お
よび OpsCenter の統合が中国 (北
京) と中国 (寧夏) でサポートされ
るようになりました。

2021 年 8 月 31 日

Lambda.4 コントロールの廃
止 (p. 823)

Security Hub では、コントロール
「[Lambda.4] Lambda 関数には
デッドレターキューが設定されて
いる必要があります」が廃止され
ます。このコントロールが使用停
止されると、コンソールに表示さ
れなくなり、Security Hub はその
コントロールに対するチェックを
実行しません。

2021 年 8 月 31 日

PCI.EC2.3 コントロールの廃
止 (p. 823)

Security Hub では、コントロール
「[PCI.EC2.3] 未使用の EC2 セ
キュリティグループを削除する必
要があります」が廃止されます。
このコントロールが使用停止され
ると、コンソールに表示されなく
なり、Security Hub はそのコント
ロールに対するチェックを実行し
ません。

2021 年 8 月 27 日

Security Hub によるカスタムア
クションへの結果の送信方法の
変更

カスタムアクションに結果を送信
するとき、Security Hub が個別の
Security Hub Findings - Custom 
Action イベントの各結果を送信
するようになりました。

2021 年 8 月 20 日
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カスタム Lambda ランタイムの
新しいコンプライアン状況理由
コードを追加

新しい
LAMBDA_CUSTOM_RUNTIME_DETAILS_NOT_AVAILABLE
コンプライアンス状況理由コー
ドが追加されました。この理由
コードは、Security Hub がカスタ
ム Lambda ランタイムに対して
チェックを実行できなかったこと
を示しています。

2021 年 8 月 20 日

AWS Firewall Manager との統合
が中国リージョンでサポートさ
れるようになります (p. 823)

Security Hub と Firewall Manager
の統合が中国 (北京) および中国 
(寧夏) でサポートされるようにな
りました。

2021 年 8 月 19 日

Caveonix Cloud および 
Forcepoint Cloud Security 
Gateway との新しい統合

Security Hub で Caveonix Cloud 
および Forcepoint Cloud Security 
Gateway との統合が可能になり
ました。両方の統合によって、結
果が Security Hub に送信される
ようになります。

2021 年 8 月 10 日

ASFF に新しい
CompanyName、ProductName、
および Region 属性を追加

ASFF の最上位レベルに
CompanyName、ProductName、
および Region フィールド
が追加されました。これら
のフィールドは自動的に入力
され、カスタム製品統合を除
き、BatchImportFindings ま
たは BatchUpdateFindings
を使用して更新することはで
きません。コンソールでは、検
索フィルターによってこれらの
新しいフィールドが使用されま
す。API では、CompanyName お
よび ProductName フィルター
によって ProductFields の属
性が使用されます。

2021 年 7 月 23 日

ASFF のリソースの詳細オブジェ
クトを追加および更新

新しい
AwsRdsEventSubscription
リソースタイプと新しい
リソースの詳細が追加され
ました。AwsEcsService
リソースタイプのリソー
スの詳細が追加されまし
た。AwsElasticsearchDomain
リソースの詳細オブジェクトに属
性が追加されました

2021 年 7 月 23 日
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AWS Foundational Security Best 
Practices 標準にコントロールを
追加

Amazon API Gateway 
(APIGateway.5)、Amazon 
EC2 (EC2.19)、Amazon 
ECS (ECS.2)、Elastic Load 
Balancing (ELB.7)、Amazon 
OpenSearch Service (ES.5～
ES.8)、Amazon RDS (RDS.16
～RDS.23)、Amazon Redshift 
(Redshift.4)、Amazon SQS 
(SQS.1) の新しいコントロールが
追加されました。

2021 年 7 月 20 日

サービスにリンクされたロール
マネージドポリシー内の許可を
移動

マネージドポリシー
AWSSecurityHubServiceRolePolicy
内の config:PutEvaluations
許可が移動され、すべてのリソー
スに適用されるようになりまし
た。

2021 年 7 月 14 日

AWS Foundational Security Best 
Practices 標準にコントロールを
追加

Amazon API Gateway 
(APIGateway.4)、Amazon 
CloudFront (CloudFront.5 お
よび CloudFront.6)、Amazon 
EC2 (EC2.17 および 
EC2.18)、Amazon ECS 
(ECS.1)、Amazon OpenSearch 
Service (ES.4)、AWS Identity 
and Access Management 
(IAM.21)、Amazon RDS 
(RDS.15)、Amazon S3 (S3.8) の
新しいコントロールが追加されま
した。

2021 年 7 月 8 日

統制結果の新しいコンプライア
ンス状況の理由コードを追加

INTERNAL_SERVICE_ERROR
は、不明なエラーが
発生したことを示しま
す。SNS_TOPIC_CROSS_ACCOUNT
は、SNS トピックが別の
アカウントによって所有
されていることを示しま
す。SNS_TOPIC_INVALID は、
関連付けられた SNS トピックが
無効であることを示します。

2021 年 7 月 6 日

AWS Chatbot との統合を追加 AWS Chatbot との統合が追加さ
れました。Security Hub は結果を 
AWS Chatbot に送信します。

2021 年 6 月 30 日

サービスにリンクされたロール
マネージドポリシーに新しい許
可を追加

マネージドポリシー
AWSSecurityHubServiceRolePolicy
に新しい許可が追加され、サービ
スにリンクされたロールで AWS 
Config に評価結果を提供できる
ようになりました。

2021 年 6 月 29 日
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ASFF の新規および更新されたリ
ソース詳細オブジェクト

ECS クラスタおよび ECS タスク
定義の新しいリソースの詳細オブ
ジェクトが追加されました。EC2 
インスタンスオブジェクトが更
新されて、関連付けられている
ネットワークインターフェイス
が一覧表示されるようになりま
した。API Gateway V2 のステー
ジのクライアント証明書 ID が追
加されました。S3 バケットのラ
イフサイクル設定が追加されまし
た。

2021 年 6 月 24 日

集約されたコントロールステー
タスと標準のセキュリティスコ
アの計算を更新 (p. 823)

Security Hub で 24 時間ごとに全
体的なコントロールステータスと
標準のセキュリティスコアが計算
されるようになりました。管理者
アカウントの場合、アカウントご
とに各コントロールが有効または
無効かどうかがスコアに反映され
るようになりました。

2021 年 6 月 23 日

中断されているアカウントの 
Security Hub の処理に関する情
報を更新

AWS で中断されているアカウン
トを Security Hub が処理する方
法に関する情報が追加されまし
た。

2021 年 6 月 23 日

個々の管理者アカウントの有効
化/無効化されたコントロールを
表示するタブを追加

管理者アカウントの場合、標準
の詳細ページのメインタブに、ア
カウント間で集約された情報が表
示されます。新しい [Enabled for 
this account] (このアカウントで
は有効) および [Disabled for this 
account] (このアカウントでは無
効) タブには、個々の管理者アカ
ウントに対して有効または無効に
なっているアカウントが一覧表示
されます。

2021 年 6 月 23 日

Lambda.2 のパラメータに
java8.al2 を追加

AWS Foundational Security Best 
Practices 標準で、Lambda.2 コ
ントロールのランタイムのサポー
トに java8.al2 が追加されまし
た。

2021 年 6 月 8 日

MicroFocus ArcSight および 
NETSCOUT Cyber Investigator 
との新しい統合

MicroFocus ArcSight および 
NETSCOUT Cyber Investigator 
との統合が追加されまし
た。MicroFocus ArcSight が 
Security Hub からの結果を受
信します。NETSCOUT Cyber 
Investigator が結果を Security 
Hub に送信します。

2021 年 6 月 7 日
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AWSSecurityHubServiceRolePolicy
の詳細を追加

マネージドポリシーセク
ションが更新され、既存
のマネージドポリシー
AWSSecurityHubServiceRolePolicy
の詳細が追加されました。これ
は Security Hub サービスにリン
クされたロールによって使用され
ます。

2021 年 6 月 4 日

Jira サービス管理との新しい統合 AWS Service Management 
Connector for Jira が結果を Jira 
に送信し、それらを使用して Jira 
問題を作成します。Jira 問題が更
新されると、Security Hub の対応
する結果も更新されます。

2021 年 5 月 26 日

アジアパシフィック (大阪) リー
ジョンでサポートされているコ
ントロールリストを更新

CIS AWS Foundations 標準およ
び Payment Card Industry Data 
Security Standard (PCI DSS) が
更新され、アジアパシフィック 
(大阪) でサポートされていないコ
ントロールが示されます。

2021 年 5 月 21 日

Sysdig Secure for cloud との新し
い統合

Sysdig Secure for cloud との統合
が追加されました。この統合に
よって、結果が Security Hub に
送信されるようになります。

2021 年 5 月 14 日

AWS Foundational Security Best 
Practices 標準にコントロールを
追加

Amazon API Gateway 
(APIGateway.2 および 
APIGateway.3)、AWS 
CloudTrail (CloudTrail.4 お
よび CloudTrail.5)、Amazon 
EC2 (EC2.15 および 
EC2.16)、AWS Elastic Beanstalk 
(ElasticBeanstalk.1 および 
ElasticBeanstalk.2)、AWS 
Lambda (Lambda.4)、Amazon 
RDS (RDS.12～
RDS.14)、Amazon Redshift 
(Redshift.7)、AWS Secrets 
Manager (SecretsManager.3 お
よび SecretsManager.4)、AWS 
WAF (WAF.1) の新しいコント
ロールが追加されました。

2021 年 5 月 10 日

GuardDuty および Amazon RDS 
コントロールの更新 (p. 823)

GuardDuty.1 および
PCI.GuardDuty.1 の重要度が
「中」から「高」に変更されま
した。databaseEngines パラ
メータが RDS.8 に追加されまし
た。

2021 年 5 月 4 日
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新しいリソースの詳細を ASFF 
に追加

Resources.Details
で、Amazon EC2 ネットワー
ク ACL、Amazon EC2 サブネッ
ト、AWS Elastic Beanstalk 環境
の新しいリソースの詳細オブジェ
クトが追加されました。

2021 年 5 月 3 日

Amazon EventBridge ルール
のフィルター値を指定する
コンソールフィールドを追
加 (p. 823)

Security Hub EventBridge ルール
の定義済みの新しいフィルター
パターンには、フィルター値を指
定するのに使用できるコンソール
フィールドが用意されています。

2021 年 4 月 30 日

AWS Systems Manager Explorer 
および OpsCenter との統合を追
加

Security Hub は、Systems 
Manager Explorer および 
OpsCenter との統合をサポート
するようになりました。この統合
によって、Security Hub から結果
を受け取り、Security Hub でこれ
らの結果が更新されます。

2021 年 4 月 26 日

製品統合の新しいタイ
プ (p. 823)

新しい統合タイ
プ、UPDATE_FINDINGS_IN_SECURITY_HUB
は、製品統合によって Security 
Hub から受け取った結果が更新
されることを示します。

2021 年 4 月 22 日

「マスターアカウント」という
用語を「管理者アカウント」に
変更 (p. 823)

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

2021 年 4 月 22 日

HTTP を Websocket に置き換え
るように APIGateway.1 を更新

APIGateway.1 のタイトル、説
明、および修正が更新されまし
た。コントロールは、HTTP API 
実行ログではなく Websocket 
API 実行ログをチェックするよう
になりました。

2021 年 4 月 9 日

Amazon GuardDuty の統合が中
国 (北京と寧夏) でサポートされ
るようになります (p. 823)

Security Hub と GuardDuty の統
合が中国 (北京) および中国 (寧
夏) でサポートされるようになり
ました。

2021 年 4 月 5 日

Lambda.2 コントロールのサ
ポートされているランタイムに
nodejs14.x を追加

Foundational Security Best 
Practices 標準の Lambda.2 コン
トロールでは、nodejs14.x ラ
ンタイムがサポートされるように
なりました。

2021 年 3 月 30 日

Security Hub をアジアパシ
フィック (大阪) で開始 (p. 823)

Security Hub がアジアパシフィッ
ク (大阪) リージョン でご利用い
ただけるようになりました。

2021 年 3 月 29 日
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結果の詳細に結果プロバイダー
フィールドを追加 (p. 823)

結果の詳細パネルの新しい
[Finding Provider Fields] (結果プ
ロバイダフィールド) セクション
には、信頼度、重大度、関連する
結果、重要度、およびタイプの結
果プロバイダー値が含まれていま
す。

2021 年 3 月 24 日

Amazon Macie から機密性の高い
結果を受け取るオプションを追
加

Macie との統合について、機密性
の高い結果を Security Hub に送
信するように構成できるようにな
りました。

2021 年 3 月 23 日

アカウント管理について AWS 
Organizations を使用する移行に
関する情報を追加

メンバーアカウントを持つ既存の
マスターアカウントのお客様につ
いて、招待によるアカウント管理
から Organizations を使用したア
カウント管理への変更方法に関す
る新しい情報が追加されました。

2021 年 3 月 22 日

Amazon S3 パブリックアクセス
ブロックの設定に関する情報の 
ASFF の新しいオブジェクト

Resources では、新しい
AwsS3AccountPublicAccessBlock
リソースタイプと詳細オブジェ
クトによって、アカウントの 
Amazon S3 パブリックアクセ
スブロック設定に関する情報が
提供されます。AwsS3Bucket
リソースの詳細オブジェクトで
は、PublicAccessBlockConfiguration
オブジェクトによって、S3 バ
ケットのパブリックアクセスブ
ロック設定が提供されます。

2021 年 3 月 18 日

ASFF の新しいオブジェクトを使
用して、結果プロバイダーによ
る特定のフィールドの更新を許
可

ASFF の新しい
FindingProviderFields
オブジェクトが
BatchImportFindings
で使用さ
れ、Confidence、Criticality、RelatedFindings、Severity、Types
の値が指定されま
す。元のフィールド
は、BatchUpdateFindings を
使用してのみ更新されます。

2021 年 3 月 18 日

ASFF のリソースの新規
DataClassification オブ
ジェクト

ASFF の新規
Resources.DataClassification
オブジェクトは、リソースで検出
された機密データに関する情報を
提供するために使用されます。

2021 年 3 月 18 日

使用可能なコンプライ
アンス状況コードに
CONFIG_RETURNS_NOT_APPLICABLE
値を追加

NOT_AVAILABLE コンプライア
ンス状況について、理由コード
RESOURCE_NO_LONGER_EXISTS
が削除され、理由コード
CONFIG_RETURNS_NOT_APPLICABLE
が追加されました。

2021 年 3 月 16 日
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AWS Organizations との統合に
関する新しいマネージドポリ
シー

新しいマネージドポリ
シー、AWSSecurityHubOrganizationsAccess
によって、組織管理アカウントお
よび委任された Security Hub 管
理者アカウントに必要な組織の許
可が提供されます。

2021 年 3 月 15 日

マネージドポリシーとサービ
スにリンクされたロール情報が
「セキュリティ」の章に移動

マネージドポリシーに関する情
報が改訂され、拡張されます。マ
ネージドポリシー情報とサービス
にリンクされたロールに関する情
報は、「セキュリティ」の章に移
動しました。

2021 年 3 月 15 日

SecureCloudDB との新しい統合 SecureCloudDB がサードパー
ティの統合のリストに追加され
ました。SecureCloudDB は、内
部および外部のセキュリティ体
制とアクティビティを包括的に可
視化するクラウドネイティブデー
タベースセキュリティツールで
す。SecureCloudDB は、結果を 
Security Hub に送信します。

2021 年 3 月 4 日

CIS 1.1 および CIS 3.1～CIS 
3.14 コントロールの重要度を改
訂

CIS 1.1 および CIS 3.1～CIS 
3.14 コントロールの重要度が
「低」に変更されます。

2021 年 3 月 3 日

RDS.11 コントロールを削
除 (p. 823)

Foundational Security Best 
Practices 標準から RDS.11 コン
トロールを削除

2021 年 3 月 3 日

Turbot の統合を更新 結果を送受信するように Turbot 
統合が更新されます。

2021 年 2 月 26 日

Foundational Security Best 
Practices 標準にコントロールを
追加

Amazon API Gateway 
(APIGateway.1)、Amazon 
EC2 (EC2.9 および 
EC2.10)、Amazon Elastic File 
System (EFS.2)、Amazon 
OpenSearch Service (ES2 およ
び ES3)、Elastic Load Balancing 
(ELB.6)、AWS Key Management 
Service (AWS KMS) (KMS.3) の
新しいコントロールが追加されま
した。

2021 年 2 月 11 日

DescribeProducts API にオ
プションの ProductArn フィル
ターを追加

DescribeProducts API オ
ペレーションにオプション
の ProductArn パラメータ
が含まれるようになりまし
た。ProductArn パラメータ
は、特定の製品の統合を識別して
詳細を返すために使用されます。

2021 年 2 月 3 日
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クラウドストレージセキュリ
ティからの Amazon S3 用アンチ
ウイルスとの新しい統合

Amazon S3 用アンチウイルスと
の統合により、ウイルススキャン
結果が結果として Security Hub 
に送信されます。

2021 年 1 月 27 日

マスターアカウントのセキュリ
ティスコア計算プロセスを更新

マスターアカウントの場
合、Security Hub は別のプロセス
を使用してセキュリティスコア
を計算します。新しいプロセスで
は、メンバーアカウントでは有効
であるが、マスターアカウントで
は無効になっているコントロール
がスコアに含まれます。

2021 年 1 月 21 日

ASFF の新しいフィールドとオブ
ジェクト

新しい Action オブジェク
トが追加され、リソースに
対して発生したアクションを
追跡します。フィールドが
AwsEc2NetworkInterface オ
ブジェクトに追加され、DNS 名
と IP アドレスを追跡します。新
しい AwsSsmPatchCompliance
オブジェクトがリソースの詳細に
追加されました。

2021 年 1 月 21 日

Foundational Security Best 
Practices 標準にコントロールを
追加

Amazon CloudFront 
(CloudFront.1～
CloudFront.4)、Amazon 
DynamoDB (DynamoDB.1
～DynamoDB.3)、Elastic 
Load Balancing (ELB.3
～ELB.5)、Amazon RDS 
(RDS.9～RDS.11)、Amazon 
Redshift (Redshift.1～
Redshift.6)、Amazon SNS 
(SNS.1) の新しいコントロールが
追加されました。

2021 年 1 月 15 日

ワークフローステータスは、レ
コードの状態またはコンプライ
アン状況に基づいてリセットさ
れます

Security Hub は、アーカイブ
された結果がアクティブに
なった場合、結果のコンプラ
イアンス状況が PASSED から
FAILED、WARNING、NOT_AVAILABLE
のいずれかに変化した場合、
ワークフローステータスを
NOTIFIED または RESOLVED か
ら NEW に自動的にリセットしま
す。このような変更は、追加の調
査が必要であることを示していま
す。

2021 年 1 月 7 日

コントロールベースの結果の
ProductFields の情報を追加

コントロールから生成される結果
について、AWS Security Finding 
形式の ProductFields オブ
ジェクトのコンテンツに関する情
報が追加されました。

2020 年 12 月 29 日
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マネージド型インサイトの更新 インサイト 5 のタイトルが変更
されました。疑わしいアクティビ
ティにかかわっている IAM ユー
ザーをチェックする新しいインサ
イト 32 が追加されました。

2020 年 12 月 22 日

IAM.7 および Lambda.1 コント
ロールの更新

AWS Foundational Security 
Best Practices 標準で、IAM.7 
のパラメータが更新されまし
た。Lambda.1 のタイトルと説明
が更新されました。

2020 年 12 月 22 日

ServiceNow ITSM との統合を拡
張

ServiceNow ITSM の統合によ
り、Security Hub の結果の受信時
にユーザーがインシデントまた
は問題を自動的に作成できるよ
うになります。このようなイン
シデントまたは問題が更新される
と、Security Hub の結果も更新さ
れます。

2020 年 12 月 11 日

AWS Audit Manager との新しい
統合

Security Hub で AWS Audit 
Manager との統合が可能にな
りました。統合により、Audit 
Manager は Security Hub からコ
ントロールベースの結果を受け取
ることができます。

2020 年 12 月 8 日

Aqua Security Kube-Bench との
新しい統合

Security Hub に Aqua Security 
Kube-Bench との統合が追加され
ました。この統合によって、結果
が Security Hub に送信されるよ
うになります。

2020 年 11 月 24 日

Cloud Custodian が、中国リー
ジョンで利用可能になります

Cloud Custodian との統合が中
国 (北京) および中国 (寧夏) リー
ジョンで利用可能になりました。

2020 年 11 月 24 日

追加フィールドを更新するため
に BatchImportFindings を使
用できるようになります

これまで
は、BatchImportFindings
を使用して
Confidence、Criticality、RelatedFindings、Severity、
および Types フィールドを
更新できませんでした。今後
は、これらのフィールドが
BatchUpdateFindings に
よって更新されていない場合
は、BatchImportFindings に
よって更新できます。フィール
ドが BatchUpdateFindings
によって更新された場
合、BatchImportFindings で
は更新できません。

2020 年 11 月 24 日

844

https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-managed-insights.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-standards-fsbp-controls.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-standards-fsbp-controls.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-partner-providers.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-partner-providers.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-internal-providers.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-internal-providers.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-partner-providers.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-partner-providers.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-partner-providers.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-partner-providers.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/finding-update-batchimportfindings.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/finding-update-batchimportfindings.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/finding-update-batchimportfindings.html


AWS Security Hub ユーザーガイド

Security Hub が AWS 
Organizations と統合されるよう
になります

お客様が Organizations アカウン
ト設定を使用して、メンバーア
カウントを管理できるようにな
りました。組織管理アカウント
は、Security Hub で有効にする組
織アカウントを決定する Security 
Hub 管理者アカウントを指定し
ます。手動招待プロセスは、組織
に含まれていないアカウントでも
使用できます。

2020 年 11 月 23 日

大量のコントロールの個々の結
果リストを削除 (p. 823)

コントロールの結果リスト
では、結果が非常に多い場
合、[Findings] (結果) のページ形
式が使用されなくなりました。

2020 年 11 月 19 日

新しいサードパーティの統合と
更新されたサードパーティの統
合

Security Hub 
は、cloudtamer.io、3CORESec、Prowler、StackRox 
Kubernetes Security との統合
をサポートするようになりまし
た。IBM QRadar は結果を送信し
なくなりました。結果を受け取る
ことはできます。

2020 年 10 月 30 日

コントロールの詳細ページから
結果のリストをダウンロード
するオプションが追加されまし
た。

コントロールの詳細ページで、新
しい [Download] (ダウンロード) 
オプションを使用すると、検索リ
ストを .csv ファイル形式でダウ
ンロードできます。ダウンロード
されたリストは、リストに含まれ
るすべてのフィルターを優先しま
す。特定の結果を選択した場合、
ダウンロードされたリストにはそ
れらの結果のみが含まれます。

2020 年 10 月 26 日

標準の詳細ページからコント
ロールのリストをダウンロード
するオプションが追加されまし
た。

標準の詳細ページで、新しいオプ
ションの [Download] (ダウンロー
ド) オプションを使用すると、コ
ントロールリストを .csv ファイ
ルにダウンロードできます。ダウ
ンロードされたリストは、リスト
に含まれるすべてのフィルターを
優先します。特定のコントロール
を選択した場合、ダウンロードさ
れたファイルにはそのコントロー
ルのみが含まれます。

2020 年 10 月 26 日
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新しいパートナーの統合と更新
されたパートナーの統合

Security Hub が ThreatModeler 
と統合されました。新しい製
品名を反映するように、次の
パートナーの統合が更新され
ました。Twistlock Enterprise 
Edition は Palo Alto Networks - 
Prisma Cloud Compute になり
ました。Palo Alto Networks で
はさらに、Demisto が Cortex 
XSOAR に名称変更されると共
に、Redlock が Prisma Cloud 
Enterprise に名称変更され、機能
強化されました。

2020 年 10 月 23 日

Security Hub を中国 (北京) およ
び中国 (寧夏) で開始 (p. 823)

Security Hub が中国 (北京) およ
び中国 (寧夏) リージョンで利用
可能になりました。

2020 年 10 月 21 日

ASFF 属性およびサードパー
ティー統合のフォーマットを改
訂 (p. 823)

ASFF の属性およびパートナーの
統合のリストでテーブルの代わ
りにリストベースの形式が使用さ
れるようになりました。ASFF の
構文、属性、およびタイプ分類が
別々のトピックになりました。

2020 年 10 月 15 日

標準の詳細ページを再設計 有効な標準の標準の詳細ページ
に、コントロールのタブ付きリ
ストが表示されるようになりまし
た。タブは、コントロールステー
タスに基づいてコントロールリス
トをフィルタリングします。

2020 年 10 月 7 日

CloudWatch イベントを 
EventBridge に置き換え
る (p. 823)

Amazon CloudWatch Events への
参照を Amazon EventBridge に置
き換えました。

2020 年 10 月 1 日

Blue Hexagon for AWS、Alcide 
kAudit、Palo Alto Networks VM-
Series との新しい統合

Security Hub が Blue Hexagon 
for AWS、Alcide kAudit、Palo 
Alto Networks VM-Series と統合
されました。Blue Hexagon for 
AWS と kAudit は結果を Security 
Hub に送信します。VM-Series 
は、Security Hub から結果を受け
取ります。

2020 年 9 月 30 日

ASFF の新規および更新されたリ
ソース詳細オブジェクト

AwsApiGatewayRestApi、AwsApiGatewayStage、AwsApiGatewayV2Api、AwsApiGatewayV2Stage、AwsCertificateManagerCertificate、AwsElbLoadBalancer、AwsIamGroup、AwsRedshiftCluster
の新しい Resources.Details
オブジェクトが追加されまし
た。AwsCloudFrontDistribution、AwsIamRole、AwsIamAccessKey
オブジェクトに詳細が追加されま
した。

2020 年 9 月 30 日

ASFF のリソースの新しい
ResourceRole 属性で、リソー
スがアクターであるか、ター
ゲットであるかを追跡します。

リソースの ResourceRole 属性
は、リソースが結果アクティビ
ティの対象であるか、検索アク
ティビティの被対象であるかを示
します。有効な値は ACTOR およ
び TARGET です。

2020 年 9 月 30 日
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利用可能な AWS サービスの統合
に AWS Systems Manager Patch 
Manager を追加

AWS Systems Manager Patch 
Manager は Security Hub と統
合されました。Patch Manager 
は、お客様のフリート内のインス
タンスがパッチコンプライアンス
標準に準拠していない場合、結果
を Security Hub に送信します。

2020 年 9 月 22 日

Foundational Security Best 
Practices 標準に新しいコント
ロールを追加

次のサービスの新しいコン
トロールが追加されました: 
Amazon EC2 (EC2.7 およ
び EC2.8)、Amazon EMR 
(EMR.1)、IAM (IAM.8)、Amazon 
RDS (RDS.4～RDS.8)、Amazon 
S3 (S3.6)、AWS Secrets 
Manager (SecretsManager.1 およ
び SecretsManager.2)

2020 年 9 月 15 日

IAM ポリシーの新しいコ
ンテキストキーによって
BatchUpdateFindings フィー
ルドへのアクセスを制御

IAM ポリシーを設定し
て、BatchUpdateFindings の
使用時に、フィールドとフィール
ド値へのアクセスを制限できるよ
うになりました。

2020 年 9 月 10 日

メンバーアカウントの
BatchUpdateFindings へのア
クセスを拡張

デフォルトで、メンバーアカウン
トが、BatchUpdateFindings
に対してマスターアカウントと同
じアクセス権を持つようになりま
した。

2020 年 9 月 10 日

Foundational Security Best 
Practices 標準の AWS KMS の新
しいコントロール

Foundational Security Best 
Practices 標準に 2 つの新しい
コントロール (KMS.1 と KMS.2) 
が追加されました。新しいコン
トロールでは、IAM ポリシーに
よって AWS KMS 復号化アク
ションへのアクセスが制限される
かどうかをチェックします。

2020 年 9 月 9 日

コントロールのアカウントレベ
ルの結果を削除 (p. 823)

Security Hub でコントロールのア
カウントレベルの結果が生成され
なくなりました。生成されるのは
リソースレベルの結果のみです。

2020 年 9 月 1 日

ASFF の新しい PatchSummary 
オブジェクト

ASFF に PatchSummary オ
ブジェクトが追加されまし
た。PatchSummary オブジェク
トは、選択したコンプライアンス
標準に関連するリソースのパッチ
コンプライアンスに関する情報を
提供します。

2020 年 9 月 1 日
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コントロールの詳細ページを再
設計

コントロールの詳細ページが再
設計されました。統制結果リス
トには、コンプライアンスステー
タスに基づいてリストをすばや
くフィルタリングできるタブがあ
ります。また、非表示の結果をす
ばやく確認することもできます。
各エントリからは、結果のリソー
ス、AWS Config ルール、および
結果のメモに関する追加の詳細に
アクセスできます。

2020 年 8 月 28 日

結果の新しいフィルターオプ
ション

結果フィルターでは、is not フィ
ルターを使用すると、フィール
ド値がフィルター値と等しくな
い結果を検索できます。does not 
start with を使用すると、指定し
たフィルター値でフィールド値が
開始しない結果を検索できます。

2020 年 8 月 28 日

ASFF の新規リソース詳細オブ
ジェクト

次のリソースタイプの新しい
Resources.Details オブ
ジェクトが追加されました:
AwsDynamoDbTable、AwsEc2Eip、AwsIamPolicy、AwsIamUser、AwsRdsDbCluster、AwsRdsDbClusterSnapshot、AwsRdsDbSnapshot、AwsSecretsManagerSecret

2020 年 8 月 18 日

RSA Archer との新しい統合 Security Hub が RSA Archer と
統合されました。RSA Archer 
は、Security Hub から結果を受け
取ります。

2020 年 8 月 18 日

AwsKmsKey の新しい説明フィー
ルド

Resources.Details の
AwsKmsKey オブジェクトに
Description フィールドが追加
されました。

2020 年 8 月 18 日

AwsRdsDbInstance にフィール
ドを追加

Resources.Details の
AwsRdsDbInstance オブジェク
トに複数の属性が追加されまし
た。

2020 年 8 月 18 日

Security Hub によるコントロー
ルの全体的なステータスを特定
する方法を更新

結果がないコントロールの場合、
ステータスは [Unknown] (不明) 
の代わりに [No data] (データな
し) となります。コントロールス
テータスには、アカウントレベル
の結果とリソースレベルの結果の
両方が含まれます。コントロール
ステータスでは、非表示の結果を
無視することを除き、結果のワー
クフローステータスが使用されま
せん。

2020 年 8 月 13 日
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Security Hub による標準のセ
キュリティスコアの計算方法を
更新

標準のセキュリティスコアを計算
するときに、Security Hub は、ス
テータスが [No Data] (データな
し) のコントロールを無視するよ
うになりました。セキュリティス
コアは、データがないコントロー
ルを除いた、有効なコントロール
に対する合格コントロールの割合
です。

2020 年 8 月 13 日

有効な標準で新しいコントロー
ルを自動的に有効にする新しい
オプション

有効な標準の新しいコントロール
を自動的に有効にする [Settings]
(設定) オプションが追加されまし
た。UpdateSecurityHubConfiguration
API オペレーションを使用して
も、このオプションを設定できま
す。

2020 年 7 月 31 日

Payment Card Industry Data 
Security Standard (PCI DSS) 標
準の新しいコントロール

PCI DSS 標準に新しいコン
トロールが追加されました。
新しいコントロールの識別子
は、PCI.DMS.1、PCI.EC2.5、PCI.EC2.6、PCI.ELBV2.1、PCI.GuardDuty.1、PCI.IAM.7、PCI.IAM.8、PCI.S3.5、PCI.S3.6、PCI.SageMaker.1、PCI.SSM.2 .SSM.3 
です。

2020 年 7 月 29 日

Foundational Security Best 
Practices 標準の新しいコント
ロールと更新

Foundational Security Best 
Practices 標準に新しいコン
トロールが追加されました。
新しいコントロールの識別子
は、AutoScaling.1、DMS.1、EC2.4、EC2.6、S3.5、SSM.3 
です。ACM.1 のタイトルが更新
され、daysToExpiration パラ
メータの値が 30 に変更されまし
た。

2020 年 7 月 29 日

ASFF の新しい
Vulnerabilities オブジェク
ト

Vulnerabilities オブジェク
トが追加されました。このオブ
ジェクトは、結果に関連付けられ
た脆弱性に関する情報を提供しま
す。

2020 年 7 月 1 日

Auto Scaling グループ、EC2 
ボリューム、および EC2 
VPC の ASFF の新しい
Resource.Details オブジェク
ト

AwsAutoScalingAutoScalingGroup、AWSEc2Volume、
および AwsEc2Vpc オブジェクト
が Resource.Details に追加
されました。

2020 年 7 月 1 日

ASFF の新しい NetworkPath
オブジェクト

NetworkPath オブジェクトが追
加されました。このオブジェクト
は、結果に関連するネットワーク
パスに関する情報を提供します。

2020 年 7 月 1 日

Compliance.Status が
PASSED のときに結果を自動的に
解決

コントロールの結果について
は、Compliance.Status が
PASSED の場合、Security Hub で
は自動的に Workflow.Status
が RESOLVED に設定されます。

2020 年 6 月 24 日
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AWS Command Line Interface の
例 (p. 823)

複数の Security Hub タスク
に、AWS CLI 構文と例が追加さ
れました。これには、Security 
Hub の有効化、インサイトの管
理、標準とコントロールの管理、
製品統合の管理、Security Hub の
無効化が含まれます。

2020 年 6 月 24 日

ASFF の新しい
Severity.Original 属性

Severity.Original 属性が追
加されました。これの属性は、結
果プロバイダーからの元の重要度
です。これにより、廃止された
Severity.Product 属性が置き
換えられます。

2020 年 5 月 20 日

コントロールのステータスの
詳細に関する ASFF の新しい
Compliance.StatusReasons
オブジェクト

Compliance.StatusReasons
オブジェクトが追加されました。
これのオブジェクトは、コント
ロールの現在のステータスに関す
る追加のコンテキストを提供しま
す。

2020 年 5 月 20 日

新しい AWS Foundational 
Security Best Practices 標準

新しい AWS Foundational 
Security Best Practices 標準が追
加されました。これは、デプロ
イされたアカウントとリソースが
いつセキュリティのベストプラク
ティスから逸脱したかを検出する
コントロールのセットです。

2020 年 4 月 22 日

結果のワークフローステータス
を更新する新しいコンソールオ
プション

Security Hub のコンソールまた
は API を使用して結果のワーク
フローステータスを設定する方法
の情報が追加されました。

2020 年 4 月 16 日

結果のお客様による更新の新し
い BatchUpdateFindings API

BatchUpdateFindings を
使用して結果の調査プロセ
スに関連する情報を更新す
る方法の情報が追加されまし
た。BatchUpdateFindings は
UpdateFindings に置き換えら
れますが、これは非推奨です。

2020 年 4 月 16 日

AWS Security Finding 形式 
(ASFF) の更新

複数の新しいリソースタイプが
追加されました。Label オブ
ジェクトに新しい Severity 属
性が追加されました。Label は
Normalized フィールドを置き
換えることを目的としています。
結果の調査プロセスを追跡する新
しい Workflow オブジェクトが
追加されました。Workflow に
は、既存の Status 属性を置き
換える Workflowstate 属性が
含まれています。

2020 年 3 月 12 日
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[Integrations] (統合) ページを更
新

[Integrations] (統合) ページの変更
を反映するように更新されまし
た。各統合について、統合カテゴ
リと、Security Hub との結果の送
受信について、各統合でいずれの
操作が実行されるが示されます。
また、各統合を有効にするために
必要な特定の手順も示されていま
す。

2020 年 2 月 26 日

新しいサードパーティー製品の
統合

次の新しい製品の統合が
追加されました: Cloud 
Custodian、FireEye 
Helix、Forcepoint 
CASB、Forcepoint 
DLP、Forcepoint 
NGFW、Rackspace Cloud Native 
Security、Vectra.ai Cognito 
Detect。

2020 年 2 月 21 日

Payment Card Industry Data 
Security Standard (PCI DSS) の
新しいセキュリティ標準

Payment Card Industry Data 
Security Standard (PCI DSS) の 
Security Hub セキュリティ標準
が追加されました。この標準が
有効な場合、Security Hub は PCI 
DSS の要件に関連するコント
ロールに対して自動チェックを実
行します。

2020 年 2 月 13 日

AWS Security Finding 形式 
(ASFF) の更新

標準コントロールの関連要件の
フィールドが追加されました。新
しいリソースタイプと新しい
リソースの詳細が追加されまし
た。ASFF で、最大 32 のリソー
スを指定できるようになりまし
た。

2020 年 2 月 5 日

個々のセキュリティ標準コント
ロールを無効にする新しいオプ
ション

個々のセキュリティ標準コント
ロールを有効にするかどうかを制
御する方法に関する情報が追加さ
れました。

2020 年 1 月 15 日

用語と概念の更新 一部の説明が更新され、「用語と
概念」に新しい用語が追加されま
した。

2019 年 9 月 21 日

AWS Security Hub の一般公開リ
リース (p. 823)

プレビュー期間中の Security Hub 
の改善を反映するためにコンテン
ツが更新されました。

2019 年 6 月 25 日

CIS AWS Foundations チェック
の修復手順を追加

AWS でサポートされているセ
キュリティ標準に修復手順が追加
されました。

2019 年 4 月 15 日

AWS Security Hub のプレビュー
リリース (p. 823)

「AWS Security Hub ユーザーガ
イド」のプレビューリリースバー
ジョンが公開されました。

2018 年 11 月 18 日
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