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本書について

Qualys について

本書について

Qualys クラウドプラットフォームにご関心をお寄せいただき、ありがとうございます。本書では、UI およ  

び API を使用してクラウドペリミタースキャンを設定し開始する方法について説明します。

Qualys について

Qualys, Inc.（NASDAQ: QLYS）は、セキュリティとコンプライアンスを目的とするクラウドソリューショ  

ンのパイオニアであり、リーディングカンパニーです。Qualys のクラウドプラットフォームおよび統合さ 

れたアプリケーションは、重要なセキュリティインテリジェンスをオンデマンドで提供し、IT システムと 

Web アプリケーションの監査、コンプライアンス、および保護の全範囲を自動化することにより、ビジネス 

におけるセキュリティ業務の簡略化とコンプライアンスのコスト削減を支援します。 

1999 年の創立以来、Qualys は、Accenture、BT、Cognizant Technology Solutions、Deutsche Telekom、富     

士通、HCL、HP Enterprise、IBM、Infosys、NTT、Optiv、SecureWorks、Tata Communications、Verizon、  
Wipro などのマネージドサービスプロバイダやコンサルティング企業との戦略的パートナーシップを構築 

してきました。Qualys は、CSA（Cloud Security Alliance）の創立メンバーでもあります。詳細について   

は、www.qualys.com をご覧ください。

Qualys サポート

Qualys は綿密なサポートを提供します。不明な点には、オンラインドキュメント、電話サポート、および 

E メールによる直接サポートを通じて、可能な限り迅速にお答えします。弊社は 24 時間年中無休でサポー   

トを提供します。サポート情報については、www.qualys.com/support/ をご覧ください。

https://cloudsecurityalliance.org/
www.qualys.com
http://www.qualys.com/support/


操作手順

必要な手順
操作手順

必要な手順

クラウドペリミタースキャンの有効化

クラウド環境でペリミタースキャンを実行するために、1）クラウドペリミタースキャン、2）EC2 スキャ 

ン、および 3）Scan by Hostname の機能を有効にする必要があります。 

これらの機能を有効にするには、テクニカルアカウントマネージャまたは Qualys サポートまでお問い合わ  

せください（Express Lite では使用できません）。

マネージャまたはユニットマネージャの権限

アカウントにマネージャまたはユニットマネージャのロールが必要です。

EC2 コネクタが必要

今回が最初の EC2 スキャンである場合、EC2 コネクタを作成してスキャンを開始することをお勧めします。   

この操作は、AssetView アプリケーション内で行います。ウィザードの手順に従って設定します。 

EC2 スキャンのチェックリスト

スキャンの前に必要な操作があります。

EC2 アセットがアクティブ化されていることの確認

EC2 ホストがアクティブ化されており、EC2 の追跡方法が設定されていることを確認します。これは、VM  
の「Host Assets」タブおよび AssetView の「Assets」タブで確認できます。 

コネクタの設定の詳細については、『Securing
Amazon Web Services with Qualys』を参照してく    

ださい。
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クラウドペリミタースキャンの新規設定
クラウドペリミタースキャンの新規設定

キーポイント

- クラウドペリミタースキャンは、Qualys クラウドプラットフォームにある Qualys 外部スキャナ（インター    

ネットリモートスキャナ）を使用します。プライベートクラウドプラットフォームのアカウントでは、内部

スキャナの使用が許可されるようにアカウントが設定されることがあります。

- これらは、対象の EC2 インスタンスのパブリック DNS またはパブリック IP を使用して開始された、DNS       
または IP ベースのスキャンです。EC2 アセットにパブリック DNS とパブリック IP アドレスの両方が存在       

する場合、パブリック DNS でスキャンが開始されます。

すべてのクラウドペリミタースキャンは、「now」（原則として 1 回のみのスキャン）、または「recurring」  
のどちらかでスケジュールされます。保存したスキャンジョブは、「Schedules」リストに表示されます。ス

キャンが開始されると、「Scans」リストに表示されます。

操作手順

「Scans」→「Scans」→「New」→「Cloud Perimeter Scan」（「Schedules」タブにもあります）を選択します。 

設定した EC2 コネクタを選択します。 
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操作手順

クラウドペリミタースキャンの新規設定
スキャンにタイトルを設定してオプションプロファイルを選択します。クラウドペリミタースキャンでは通

常、認証は使用されません。 

次に、スキャンの対象ホストを選択します。対象ホストの選択は、オプション操作です。  プラットフォー  

ム、リージョンコード、VPC ID、アセットタグを指定しない場合、コネクタのみを使用してクラウドペリ 

ミタースキャンジョブが新規作成されます。

1）プラットフォームオプションを「EC2 Classic」、「EC2 VPC (All VPCs in region)」、または「EC2 VPC       
(Selected VPC)」から選択します。選択に基づいて、リージョンを選択します。 

2）アセットタグを選択します。これらはコネクタでアクティブ化されるアセットです。

3）スキャンに含めるロードバランサの DNS 名を入力します。

アセットがコネクタから、オプションの “ プラットフォーム ” および “ アセットタグ ” に対して解決されな    

い場合、スキャンはロードバランサの DNS 名で開始されます。ロードバランサの DNS 名が指定されてい    

ない場合、スキャンは失敗し終了します。
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操作手順

クラウドペリミタースキャンの新規設定
クラウドペリミタースキャンではデフォルトで Qualys 外部スキャナが使用されます。 

プライベートクラウドプラットフォームでは、スキャナアプリケーションの使用が許可されるようにアカウ

ントが設定されることがあります。この場合は、リストから 1 つ以上の Scanner Appliance を選択します     

（「Build my list」オプションを使用）。 

スキャンを実行するタイミングを、「Now」と「Recurring」から選択します。 

「Now」を選択しても、スキャンがすぐには開始されないことがあります。新規スキャンリクエストは、数

分ごとにチェックされます。スキャナが使用可能であり、同時実行できるスキャンの上限数に達していない

場合、スキャンが開始されます。スキャナが使用可能でない、または上限に達している場合、スキャンは次

に条件が整ったときに開始されます。

「Recurring」を選択した場合は、スケジュールと通知のオプションも設定します。これらの設定は、他のス

キャンスケジュールの設定と同じであるため、使い慣れているはずです。 
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操作手順

クラウドペリミタースキャンの新規設定
この設定に基づいて、スキャンするアセットが識別されます。 

スキャン対象となるアセット数が表示されます。

「Assets Identified / Synced」 - コネクタによって検出されたアセットの数です。

「Assets Qualified for scan」 - コネクタによって検出されたアセットのうち、選択されたプラットフォーム、     

リージョン、アセットタグが一致するアセットの数です。終了したインスタンスは除外されます。

「Assets Submitted to scan」 - スキャンジョブで送信されるアセットの数です。条件を満たすアセット（上記     

のカウント）から、VM で（脆弱性スキャン用に）アクティブ化されていないアセットと、PC で（コンプ  

ライアンススキャン用に）アクティブ化されていないアセットを除外したものになります。

準備が整ったら、「Submit Scan Job」をクリックします。 

次に実行されること

新規スキャンが「Schedules」リストに表示されます（「Scans」タブから開始した場合も含む）。 

スキャンが開始されると、「Scans」リストに表示されます。他のスキャンと同様に、スキャンのキャンセル

や一時停止、スキャンステータスの表示、結果のダウンロードなどのアクションを実行することができます。

スキャンを再度実行するには、「Quick Actions」メニューから、「New Scan Job」を選択します。特定のス   

キャン設定を元のスキャンジョブと同じに保ちながら、スキャンスケジュールを「Now」で実行します。
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スキャン結果の表示
スキャン結果の表示

スキャン結果を表示するには、リスト内の終了したスキャンの「Quick Actions」メニューから「View」を 

選択します。スキャンタイプが「Cloud Perimeter - AWS EC2」であること、スキャンで Qualys 外部スキャ      

ナが使用されたこと、スキャンジョブでアセットの対象 DNS 名が送信されたことがわかります。 

スキャン結果の「Detailed Results」項と「Appendix」項には、クラウドペリミタースキャンが DNS ベー   

スになった以降の各スキャン済みアセットのパブリック DNS 名が表示されます。
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操作手順

スキャンレポートの実行
スキャンレポートの実行

スキャンレポートテンプレートの「Display」タブで「EC2 Related Information」オプションを選択します。  

これにより、レポート内に各アセットの EC2 の詳細が表示されます（パブリック DNS 名など）。 

「EC2 Related Information」が選択されたレポート例を示します。
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Qualys API のサポート

クラウドペリミタースキャンの作成 / 更新
Qualys API のサポート

クラウドペリミタースキャンジョブを作成および更新するための新規 API が追加され、クラウドペリミター  

スキャンをサポートするための更新が追加されました。

API の更新 : クラウドペリミタースキャンの作成 / 更新 | スケジュールスキャンリスト | スキャン結果（API      
から取得） | スキャン結果（UI からダウンロード）

クラウドペリミタースキャンの作成 / 更新 

キーポイント  
- クラウドペリミタースキャンは VM および PC モジュールで使用できます。 
- クラウドペリミタースキャンを設定するパーミッションは、マネージャとユニットマネージャにのみ付与 

されています。

入力パラメータ

クラウドペリミタースキャンジョブの入力パラメータを以下に示します。 

新規または更新した API /api/2.0/fo/scan/cloud/perimeter/job/

新規 / 更新の別 新規

DTD または XSD の変更 なし

パラメータ 説明

action={create|update} （必須）新規クラウドペリミタースキャンジョブを設定する場合、
「create」と指定します。既存のスキャンジョブを変更する場合、
「update」と指定します。

id={value} （更新リクエストにのみ適用され、必須）更新するスキャンスケ
ジュールの ID です。

module={vm|pc} （作成リクエストで必須）脆弱性スキャンには「vm」、コンプライ
アンススキャンには「pc」とそれぞれ指定します。

cloud_provider=aws （オプション）デフォルト値は「aws」です。

cloud_service=ec2 （オプション）デフォルト値は「ec2」す。

connector_name={value} （オプション）使用するコネクタの名前です。

conector_name パラメータまたは connector_uuid パラメータのど
ちらかがリクエストで指定されている必要があります。これらの
パラメータは相互に排他的であり、同じリクエスト内で指定する
ことはできません。

connector_uuid={value} （オプション）使用するコネクタの ID です。

conector_name パラメータまたは connector_uuid パラメータのど
ちらかがリクエストで指定されている必要があります。これらの
パラメータは相互に排他的であり、同じリクエスト内で指定する
ことはできません。

scan_title={value} （オプション）スキャンタイトルです。指定されない場合、デフォ
ルトのスキャンタイトルは「AWS EC2 Perimeter Scan < 日付 >」
です。
12



Qualys API のサポート

クラウドペリミタースキャンの作成 / 更新
active={0|1} （作成リクエストで必須）アクティブなスケジュールを作成する場
合、「1」と指定します。「0」と指定すると、非アクティブなスケ
ジュールが作成されます。 

option_title={value} （オプション）使用するオプションプロファイルのタイトルです。

option_title パラメータまたは option_id パラメータのどちらかが
リクエストで指定されている必要があります。これらのパラメー
タは相互に排他的であり、同じリクエスト内で指定することはで
きません。

option_id={value} （オプション）使用するオプションプロファイルの ID です。

option_title パラメータまたは option_id パラメータのどちらかが
リクエストで指定されている必要があります。これらのパラメー
タは相互に排他的であり、同じリクエスト内で指定することはで
きません。

priority={value} （オプション）スキャン処理の優先順位レベルの設定に 0 ～ 9 の値
を指定します。指定しない場合、0（優先順位なし）が使用されま
す。有効な値は次のとおりです。
0 = No Priority（デフォルト）
1 = Emergency
2 = Ultimate
3 = Critical
4 = Major
5 = High
6 = Standard
7 = Medium
8 = Minor
9 = Low

iscanner_id={value} （アカウントで内部スキャナの使用を許可するよう設定されている
場合にのみ有効、オプション）使用する Scanner Appliance の ID 
です。外部スキャナの場合、「0」と指定します。複数のエントリ
がある場合は、カンマで区切ります。

iscanner_id パラメータと iscanner_name パラメータは同じリクエ
スト内で指定できません。

iscanner_name={value} （アカウントで内部スキャナの使用を許可するよう設定されている
場合にのみ有効、オプション）使用する Scanner Appliance のわか
りやすい名前、または外部スキャナの場合は「External」です。複
数のエントリがある場合は、カンマで区切ります。

iscanner_id パラメータと iscanner_name パラメータは同じリクエ
スト内で指定できません。

platform_type={value} （作成リクエストで必須）プラットフォームタイプです。有効な値
は、classic, vpc_peered または selected_vpc です。 

region_code={value} （オプション）EC2 リージョンコードです。有効な値は、
ap-northeast-1、ap-southeast-1、ap-southeast-2、eu-west-1、 
sa-east-1、us-east-1、us-west-1、および us-west-2 です。

region_code パラメータまたは vpc_id パラメータのどちらかがリ
クエストで指定されている必要があります。これらのパラメータ
は相互に排他的であり、同じリクエスト内で指定することはでき
ません。

パラメータ 説明
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Qualys API のサポート

クラウドペリミタースキャンの作成 / 更新
スケジュールパラメータ 
リクエストで schedule=recurring が指定されている場合、スケジュールパラメータを指定する必要  

があります。これらのパラメータは他のスキャンスケジュールと同じです。詳細については、『API V2 User  
Guide』の第 3 章を参照してください。 

vpc_id={value} （オプション）VPC（Virtual Private Cloud）ゾーンの ID です。 
ID 値は vpc% で始まる必要があります。 

region_code パラメータまたは vpc_id パラメータのどちらかがリ
クエストで指定されている必要があります。これらのパラメータ
は相互に排他的であり、同じリクエスト内で指定することはでき
ません。

tag_include_selector=
{all|any}

（オプション）選択したタグの少なくとも 1 つ以上と一致するホス
トを含めるには、「any」（デフォルト）と指定します。選択したす
べてのタグと一致するホストを含めるには、「all」を選択します。

tag_exclude_selector=
{all|any}

（オプション）選択したタグの少なくとも 1 つ以上と一致するホス
トを除外するには、「any」（デフォルト）と指定します。選択した
タグのすべてと一致するホストを除外するには、「all」を選択しま
す。 

tag_set_by={id|name} （オプション）タグ ID を指定してタグセットを選択する場合は
「id」（デフォルト）を指定します。タグ名を指定してタグセットを
選択する場合は「name」を指定します。

tag_set_include={value} （作成リクエストで必須）含めるタグセットを指定します。これら
のタグと一致するホストが含められます。タグ名または ID を指定
してタグセットを指定します。複数のエントリがある場合は、カ
ンマで区切ります。

tag_set_exclude={value} （オプション）除外するタグセットを指定します。これらのタグと
一致するホストが除外されます。タグ名または ID を指定してタグ
セットを指定します。複数のエントリがある場合は、カンマで区
切ります。

elb_dns={value} （オプション）スキャンジョブに含める 1 つ以上のロードバランサ
の DNS 名です。複数の値がある場合は、カンマで区切ります。

schedule={value} （作成リクエストで必須）今スキャンジョブをスケジュール設定す
る場合、「now」を指定します。後で、または定期的にスキャン
ジョブを開始するようスケジュール設定する場合、「recurring」を
指定します。次の項の「スケジュールパラメータ」を参照してく
ださい。

タイプ パラメータリスト

スケジュール schedule=recurring|now（作成リクエストで必須）

開始時間 同時に 
set_start_time=1（更新リクエストの場合のみ）、start_date、
start_hour、start_minute、time_zone_code、observe_dst を指定す
る必要があります。

繰り返し recurrence

日次スキャン 同時に 
occurrence=daily、frequency_days を指定する必要があります。

パラメータ 説明
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クラウドペリミタースキャンの作成 / 更新
通知パラメータ

通知パラメータは他のスキャンスケジュールと同じです。詳細については、『API V2 User Guide』の第 3 章     
を参照してください。 

例 - クラウドペリミタースキャンジョブの作成（「Now」スケジュール）

API リクエスト :

curl -u "USERNAME:PASSWORD" -H "X-Requested-With: Curl"
"action=create&tag_set_by=name&tag_include_selector=any&tag_set_in
clude=ec2-Virginia,Unassigned Business 
Unit&connector_name=conn1&region_code=us-east-
1&active=1&option_title=Initial 
Options&module=vm&schedule=now&cloud_provider=aws&platform_type=cl
assic&&after_notify=1&after_notify_message=Scan Finished" 
"https://qualysapi.qualys.com/api/2.0/fo/scan/cloud/perimeter/job/
"

XML 出力 :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE SIMPLE_RETURN SYSTEM 
"https://qualysapi.qualys.com/api/2.0/simple_return.dtd">
<SIMPLE_RETURN>
  <RESPONSE>
    <DATETIME>2018-04-11T04:06:01Z</DATETIME>
    <TEXT>Scan has been created successfully</TEXT>
    <ITEM_LIST>

週次スキャン 同時に 
occurrence=weekly、frequency_weeks、weekdays を指定する必要
があります。

月次スキャン 同時に 
occurrence=monthly、frequency_months、 
Nth day of month: day_of_month、 
Day in Nth week: day_of_week、week_of_month を指定する必要
があります。

終了 end_after、end_after_mins

一時停止と再開 pause_after_hours、pause_after_mins、resume_in_days、
resume_in_hours

タイプ パラメータリスト

通知 schedule=now:
after_notify、after_notify_message、recipient_group_ids を指定し
てサポートします。

schedule=recurring:
before_notify、before_notify_unit、before_notify_time、
before_notify_message、after_notify、after_notify_message、
recipient_group_ids を指定してサポートします。

タイプ パラメータリスト
15
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クラウドペリミタースキャンの作成 / 更新
      <ITEM>
        <KEY>ID</KEY>
        <VALUE>1352070</VALUE>
      </ITEM>
    </ITEM_LIST>
  </RESPONSE>
</SIMPLE_RETURN>

例 - クラウドペリミタースキャンジョブの作成（「Recurring」スケジュール）

API リクエスト :

curl -u "USERNAME:PASSWORD" -H "X-Requested-With: Curl"
"action=create&tag_set_by=name&tag_include_selector=any&tag_set_in
clude=EC2_Targets&tag_exclude_selector=any&tag_set_exclude=EC2_Tes
t&connector_name=EC2 Connector&region_code=us-east-
1&active=0&occurrence=daily&start_date=04/02/2018&start_hour=10&st
art_minute=30&time_zone_code=IN&option_title=Initial 
Options&frequency_days=364&observe_dst=no&module=vm&schedule=recur
ring&cloud_provider=aws&platform_type=classic&after_notify=1&recip
ient_group_ids=4229" 
"https://qualysapi.qualys.com/api/2.0/fo/scan/cloud/perimeter/job/
"

XML 出力 :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE SIMPLE_RETURN SYSTEM 
"https://qualysapi.qualys.com/api/2.0/simple_return.dtd">
<SIMPLE_RETURN>
  <RESPONSE>
    <DATETIME>2018-04-11T05:01:42Z</DATETIME>
    <TEXT>Scan has been created successfully</TEXT>
    <ITEM_LIST>
      <ITEM>
        <KEY>ID</KEY>
        <VALUE>1352071</VALUE>
      </ITEM>
    </ITEM_LIST>
  </RESPONSE>
</SIMPLE_RETURN>

例 - クラウドペリミタースキャンジョブの更新

API リクエスト :

curl -u "USERNAME:PASSWORD" -H "X-Requested-With: Curl"
"action=update&id=1352071&connector_name=EC2Connector-
2&platform_type=vpc_peered&region_code=us-west-1" 
"https://qualysapi.qualys.com/api/2.0/fo/scan/cloud/perimeter/job/
"
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スケジュールスキャンリスト
XML 出力 :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE SIMPLE_RETURN SYSTEM 
"https://qualysapi.qualys.com/api/2.0/simple_return.dtd">
<SIMPLE_RETURN>
  <RESPONSE>
    <DATETIME>2018-04-11T05:05:35Z</DATETIME>
    <TEXT>Scan has been updated successfully</TEXT>
    <ITEM_LIST>
      <ITEM>
        <KEY>ID</KEY>
        <VALUE>1352071</VALUE>
      </ITEM>
    </ITEM_LIST>
  </RESPONSE>
</SIMPLE_RETURN>

スケジュールスキャンリスト 

ユーザは、スケジュールスキャンリストをフィルタリングして、クラウドペリミタースキャンジョブのみを

表示できます。また、出力にクラウドの詳細を含めると、スキャンタイプ「Cloud Perimeter」が表示されます。 

入力パラメータ

更新されたパラメータは以下のとおりです。 

例

API リクエスト :

curl -u "USERNAME:PASSWORD" -H "X-Requested-With: Curl"
"https://qualysapi.qualys.com/api/2.0/fo/schedule/scan/?action=lis
t&id=1340788&scan_type=perimeter&show_cloud_details=1"

XML 出力 :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE SCHEDULE_SCAN_LIST_OUTPUT SYSTEM 
"https://qualysapi.qualys.com/api/2.0/fo/schedule/scan/schedule_sc

新規または更新した API /api/2.0/fo/schedule/scan/?action=list

新規 / 更新の別 更新

DTD または XSD の変更 あり

パラメータ 説明

scan_type=perimeter （オプション）クラウドペリミタースキャンのみリスト表示しま
す。このオプションは、今後のリリースのクラウドペリミタース
キャンでサポートされます。

show_cloud_details={0|1} （オプション）XML 出力にクラウドの詳細を表示する場合は「1」
に設定します。このクラウドの詳細は、クラウドペリミタース
キャンのスキャンタイプ「Cloud Perimeter」を表示します。
17
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スケジュールスキャンリスト
an_list_output.dtd">
<SCHEDULE_SCAN_LIST_OUTPUT>
 <RESPONSE>
   <DATETIME>2018-04-12T12:57:03Z</DATETIME>
   <SCHEDULE_SCAN_LIST>
     <SCAN>
       <ID>1340788</ID>
       <ACTIVE></ACTIVE>
       <TITLE><![CDATA[My_External_Scan]]></TITLE>
       <USER_LOGIN>utwrx_mp</USER_LOGIN>
       <TARGET><![CDATA[Asset Tags Included]]></TARGET>
       <ISCANNER_NAME><![CDATA[External Scanner]]></ISCANNER_NAME>
       <EC2_INSTANCE>
         <CONNECTOR_UUID><![CDATA[8047abce-c3ac-42e0-ad49-
be4181d22c84]]></CONNECTOR_UUID>
         <EC2_ENDPOINT><![CDATA[1507b6c1-07a7-4d88-acf2-
8c6b63e749c4]]></EC2_ENDPOINT>
         <EC2_ONLY_CLASSIC><![CDATA[1]]></EC2_ONLY_CLASSIC>
       </EC2_INSTANCE>
       <CLOUD_DETAILS>
         <PROVIDER>AWS</PROVIDER>
         <CONNECTOR>
           <ID>37361</ID>
           <UUID>8047abce-c3ac-42e0-ad49-be4181d22c84</UUID>
           <NAME><![CDATA[EC2 Connector]]></NAME>
         </CONNECTOR>
         <SCAN_TYPE>Cloud Perimeter</SCAN_TYPE>
         <CLOUD_TARGET>
           <PLATFORM>Classic</PLATFORM>
           <REGION>
             <UUID>1507b6c1-07a7-4d88-acf2-8c6b63e749c4</UUID>
             <CODE>us-east-1</CODE>
             <NAME><![CDATA[US East (N. Virginia)]]></NAME>
           </REGION>
           <VPC_SCOPE>None</VPC_SCOPE>
         </CLOUD_TARGET>
       </CLOUD_DETAILS>
       <ASSET_TAGS>
         <TAG_INCLUDE_SELECTOR>any</TAG_INCLUDE_SELECTOR>
         <TAG_SET_INCLUDE><![CDATA[EC2_Targets]]></TAG_SET_INCLUDE>
         <TAG_EXCLUDE_SELECTOR>any</TAG_EXCLUDE_SELECTOR>
         <TAG_SET_EXCLUDE><![CDATA[EC2_Test]]></TAG_SET_EXCLUDE>
         <USE_IP_NT_RANGE_TAGS>0</USE_IP_NT_RANGE_TAGS>
       </ASSET_TAGS>
       <ELB_DNS>
         <DNS><![CDATA[abc.com]]></DNS>
         <DNS><![CDATA[abc123.com]]></DNS>
       </ELB_DNS>
       <OPTION_PROFILE>
         <TITLE><![CDATA[Initial Options]]></TITLE>
         <DEFAULT_FLAG>1</DEFAULT_FLAG>
       </OPTION_PROFILE>
       <PROCESSING_PRIORITY>0 - No Priority</PROCESSING_PRIORITY>
       <SCHEDULE>
18
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スキャン結果（API から取得）
         <DAILY frequency_days="364" />
         <START_DATE_UTC>2018-04-02T05:00:00Z</START_DATE_UTC>
         <START_HOUR>10</START_HOUR>
         <START_MINUTE>30</START_MINUTE>
         <TIME_ZONE>
           <TIME_ZONE_CODE>IN</TIME_ZONE_CODE>
           <TIME_ZONE_DETAILS>(GMT+0530) India: 
Asia/Calcutta</TIME_ZONE_DETAILS>
         </TIME_ZONE>
         <DST_SELECTED>0</DST_SELECTED>
       </SCHEDULE>
     </SCAN>
   </SCHEDULE_SCAN_LIST>
 </RESPONSE>
</SCHEDULE_SCAN_LIST_OUTPUT>

DTD の更新

DTD: < プラットフォーム >/api/2.0/fo/schedule/scan/schedule_scan_list_output.dtd

クラウドペリミタースキャンにのみ表示される ELB_DNS タグが新規追加されました。 

<!-- QUALYS SCHEDULE_SCAN_LIST_OUTPUT DTD -->
<!-- $Revision$ -->
<!ELEMENT SCHEDULE_SCAN_LIST_OUTPUT (REQUEST?,RESPONSE)>
...

<!ELEMENT RESPONSE (DATETIME, SCHEDULE_SCAN_LIST?)>
<!ELEMENT SCHEDULE_SCAN_LIST (SCAN+)>
<!ELEMENT SCAN (ID, SCAN_TYPE?, ACTIVE, TITLE?, USER_LOGIN, TARGET, 
NETWORK_ID?, ISCANNER_NAME?, EC2_INSTANCE?, CLOUD_DETAILS?, 
ASSET_GROUP_TITLE_LIST?, ASSET_TAGS?, EXCLUDE_IP_PER_SCAN?, 
USER_ENTERED_IPS?, ELB_DNS?, OPTION_PROFILE?, 
PROCESSING_PRIORITY?, SCHEDULE, NOTIFICATIONS?)>
...

<!ELEMENT ELB_DNS (DNS+)>
<!ELEMENT DNS (#PCDATA)>
...

スキャン結果（API から取得） 

例 - CSV 拡張形式

API リクエスト :

curl -u "USERNAME:PASSWORD" -H "X-Requested-With: Curl" -d
"action=fetch&scan_ref=scan/1523603293.69652&mode=extended&output_
format=csv_extended" 

新規または更新した API /api/2.0/fo/scan/?action=fetch

新規 / 更新の別 どちらでもない（出力のみの変更）

DTD または XSD の変更 なし 
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スキャン結果（API から取得）
"https://qualysapi.qualys.com/api/2.0/fo/scan/"

CSV 出力の例 :

CSV ヘッダに「Scan Type」が追加され、「IPs」が「DNS」に変更されました。これらの変更は、クラウド  

ペリミタースキャンにのみ適用されます。

"Scan Results","04/12/2018 at 14:59:47 (GMT-0700)"
"Qualys, Inc.","919 E Hillsdale Blvd, Floor 4",,"Foster 
City","California","United States of America","94404"
"Patrick Slimmer","Manager"

"Launch Date","Active Hosts","Total Hosts","Type","Scan 
Type","Status","Reference","Scanner Appliance","Duration","Scan 
Title","Asset Groups","DNS","Excluded IPs","Option Profile","Tags"
"04/17/2018 12:41:17","2","2","Scheduled","Cloud Perimeter - AWS 
EC2","Finished","scan/1523968877.72179","10.1.0.23 (Scanner 
10.0.14-1, Vulnerability Signatures 2.4.290-2)","00:18:50","API-
Launch-DNS-May_work",,"ec2-184-73-79-113.compute-
1.amazonaws.com,ec2-52-87-163-204.compute-
1.amazonaws.com",,"Initial Options","Included(any): tag-new;
Excluded(any);"

"IP","DNS","NetBIOS","OS","IP 
Status","QID","Title","Type","Severity","Port","Protocol","FQDN","
SSL","CVE ID","Vendor Reference","Bugtraq 
ID","Threat","Impact","Solution","Exploitability","Associated 
Malware","Results","PCI Vuln","Instance","Category"

例 - JSON 拡張形式

API リクエスト :

curl -u "USERNAME:PASSWORD" -H "X-Requested-With: Curl" -d
"action=fetch&scan_ref=scan/1523968877.72179&mode=extended&output_
format=json_extended" 
"https://qualysapi.qualys.com/api/2.0/fo/scan/" 

JSON 拡張出力の例 :

「scan_type」が追加され、「ips」が「dns」に変更されました。これらの変更は、クラウドペリミタースキャ

ンにのみ適用されます。

[{"scan_report_template_title":"Scan 
Results","result_date":"04\/18\/2018 
12:25:14","company":"Qualys","add1":"919 E Hillsdale Blvd, Floor 
4","add2":null,"city":"Foster 
City","state":"California","country":"United States of 
America","zip":"94404","name":"Patrick 
Slimmer","username":"quays_pslimmer","role":"Manager"},
{"launch_date":"04\/17\/2018 
12:41:17","active_hosts":"2","total_hosts":"2","type":"Scheduled", 
"scan_type":"Cloud Perimeter - AWS 
EC2","status":"Finished","reference":"scan\/1523968877.72179","sca
nner_appliance":"10.1.0.23 (Scanner 10.0.14-1, Vulnerability 
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スキャン結果（UI からダウンロード）
Signatures 2.4.290-2)","duration":"00:18:50","scan_title":"My-
Scan","asset_groups":null,"dns":"ec2-184-73-79-113.compute-
1.amazonaws.com,ec2-52-87-163-204.compute-
1.amazonaws.com","excluded_ips":"","option_profile":"Initial 
Options","tags":"Included(any): tag-new;\nExcluded(any);\n"}]

スキャン結果（UI からダウンロード） 

XML 形式のスキャン結果

次の新しい Key 値がクラウドペリミタースキャンの XML 出力の「Header」項に追加されました。

  <KEY value="CLOUD_PROVIDER">AWS</KEY>
  <KEY value="CLOUD_SERVICE">EC2</KEY>
  <KEY value="SCAN_TYPE">Cloud Perimeter</KEY>

CSV 形式のスキャン結果

CSV ヘッダに「Scan Type」が追加され、「IPs」が「DNS」に変更されました。これらの変更は、クラウド  

ペリミタースキャンにのみ適用されます。

CSV 出力の例 :

"Scan Results","04/12/2018 at 14:59:47 (GMT-0700)"
"Qualys, Inc.","919 E Hillsdale Blvd, Floor 4",,"Foster 
City","California","United States of America","94404"
"Patrick Slimmer","Manager"

"Launch Date","Active Hosts","Total Hosts","Type", 
"Scan Type","Status","Reference","Scanner Appliance","Duration", 
"Scan Title","Asset Groups","DNS","Excluded IPs","Option Profile"
"04/12/2018 at 14:26:16 (GMT-0700)","1","1","Scheduled (default 
option profile)","Cloud Perimeter - AWS 
EC2","Finished","scan/1523568376.69585", 
"10.1.0.23 (Scanner 10.0.14-1, Vulnerability Signatures 2.4.290-
2)","00:18:33","AWS EC2 Perimeter Scan 20180412 - Now",,"ec2-184-
73-79-113.compute-1.amazonaws.com",,"Initial 
Options","Included(any): tag-new;
Excluded(any);"

...

新規または更新した API 該当なし（最終レポートの変更）

新規 / 更新の別 どちらでもない（出力のみの変更）

DTD または XSD の変更 なし 
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