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本書について

Qualys について
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本書について

Qualys CloudView へようこそ。本書では、Qualys Cloud Security Platform を使って AWS リソースを保護        

する Qualys ソリューションについて詳しく説明します。

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。詳細情報は、   

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。オンラインサポートの情報については、www.qualys.com/support/ をご覧ください。

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


CloudView の概要

必要な Qualys のサブスクリプションとモジュール
CloudView の概要

Qualys CloudView はご利用のクラウド環境全体に優れた可視性と継続的なセキュリティを提供します。 

CloudView では以下の機能を利用できます。

- すべてのリージョン全域でアセットとリソースを検出し、複数のアカウントや複数のクラウドプラット 

フォームからインベントリ情報を収集する

- リソースメタデータの検索、リソースの詳細の表示、リソースの関連付けの表示

- 追加設定不要の AWS、Azure、GCP のポリシー

- 追加設定不要のポリシーのコントロールに従ってチェックし、リソースの構成ミスを継続的に評価して報 

告する

- 必要に応じて、独自のポリシーを作成し、コントロールをカスタマイズする

- 構成ミスの表示、フィルタリング、エクスポート

必要な Qualys のサブスクリプションとモジュール

ご利用のサブスクリプションで以下のモジュールが利用できることを確認してください。 

- CloudView

- Vulnerability Management（ホストの脆弱性情報を表示したい場合のみ）

- AssetView

- Cloud Agents for VM

- Administration

モジュールにアクセスする必要がある場合は、Qualys テクニカルアカウントマネージャ（TAM）にお問い 

合わせください。
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CloudView の概要

概念と用語
概念と用語 
CloudView でよく使われる用語について説明します。 

概念 説明

ポリシー クラウドアカウントから収集したさまざまなリソースを評価する構成チェックのセッ
ト。 

コントロール 構成チェックの 1 つ 1 つ。各チェックは特定のサービス / リソースに適用されます。
以下に例を示します。
- コンソールユーザに MFA を有効にする - AWS IAM Service と IAM User Resource 
に適用する
- パスワードポリシーで大文字を強制する - AWS IAM Service に適用する
- セキュリティグループで 0.0.0.0 からポート 22 へのインバウンドアクセスを許可し
ない - EC2/VPC サービスと Security Group リソースに適用する

サービス サービスは高いレベルのグループ化で機能領域で分けられています。各サービスは異
なるエンティティやリソースで構成されています。

リソース リソースは操作できるエンティティです。これには Amazon EC2 インスタンス、
IAM User、Security Group などがあります。

合格コントロール コントロールごとに適用されるリソースタイプが決まっています。各コントロールに
合わせて、該当するリソースが収集されます。コントロールは、リソースの特定の属
性がベストプラクティスに従って設定されているかどうかチェックします。収集した
すべての適用可能なリソースについて、チェックする属性が望ましい構成に従って設
定されていることがわかった場合、コントロールは合格になります。 

失敗コントロール 収集された該当する任意のリソースについて、チェック対象の属性が望ましい構成に
従って設定されていないことがわかった場合、コントロールは失敗になります。

合格リソース コントロールにある望ましい構成に従って属性が設定されている場合、そのリソース
はそのコントロールに対して合格と見なされます。

失敗リソース コントロールにある望ましい構成に従って属性が設定されていない場合、そのリソー
スはそのコントロールに対して失敗と見なされます。
6



操作手順
AWS
操作手順

クラウド環境にコネクタを設定するだけで準備は完了です。すぐにクラウドアカウントにあるリソースの検

出が始まります。AWS、Azure、GCP の各コネクタを作成できます。順を追って詳しく説明します。 

AWS 
AWS アカウントからリソース情報を収集する AWS コネクタを設定します。操作はわずか数分で完了しま   

す。

ベースアカウント

AWS コネクタは、AWS API のクエリに Qualys アカウントを使用します。Qualys アカウントを使用した      

くない場合は、ベースアカウント機能を使用して、CloudView から AWS API クエリに独自の AWS アカウ      

ントを使用できます。ベースアカウントタイプごとに AWS アカウント ID とユーザ資格情報を設定する必    

要があります。詳細については、ベースアカウントを参照してください。

AWS コネクタを作成する手順

「Configuration」→「Amazon Web Services」タブに移動し、「Create Connector」をクリックします。
7



操作手順
AWS
コネクタの名前と説明（オプション）を入力します。 

コネクタのアカウントタイプ（「Global」、「US GovCloud」、または「China」）を選択します。コネクタご 

とに選択できるアカウントタイプは 1 つのみです。

注記 : アカウントタイプ「China」のコネクタを使用する場合、ベースアカウントを必ず設定してください。 

詳細については、ベースアカウントを参照してください。

次に、コネクタの詳細情報に設定されている「Qualys AWS Account ID」と「External ID」をコピーしま    

す。これらの ID は次のステップで AWS に IAM ロールを作成する際に必要になります。

コネクタの作成時、一意の外部 ID が生成されます。独自の外部 ID も使用できます（外部 ID は数字であ      

り、文字数は 9 ～ 96 文字である必要があります）。
8



操作手順
AWS
AWS コンソールを開始し、「IAM」→「Roles」に移動して「Create role」をクリックします。「Create role」   
ウィンドウで「Another AWS account」を選択します。前の手順でコピーした Qualys のアカウント ID と      
外部 ID を貼り付けます。「Next: Permissions」 をクリックします。 

CloudView のクロスアカウントロールを作成する場合は、「Require MFA」オプションを選択しないでくだ  

さい。

「Attach Permissions policies」セクションで「SecurityAudit」というタイトルのポリシーを見つけ、横にあ  

るチェックボックスを選択します。「Next: tags」をクリックし、「Next: Review」をクリックします。 
9



操作手順
AWS
AWS ロールを保存して ARN を取得します。ロール名（例 : QualysCVRole）を入力し、「Create role」を     

クリックします。次に、保存したロールをクリックしてロールの詳細を表示し、ARN 値をコピーします。

Qualys CloudView の AWS コネクタに戻り、ロール ARN 値をコネクタの詳細情報にコピーします。 

「Create Connector in AssetView」チェックボックスを選択します（オプション）。このチェックボックスを   

選択すると、AssetView モジュールで現在のコネクタのレプリカが作成され、利用可能になります。これに 

より、AssetView モジュールでのコネクタ作成の操作が不要になります。 
10



操作手順
AWS
パーミッションの前提条件 :  ユーザには、AssetView モジュールの EC2 コネクタページへのアクセス権が     

必要で、AssetView パーミッションで「Manage Asset Data Connectors」パーミッションが有効になってい    

る必要があります。

次に「Create Connector」をクリックします。 

以上で完了です。コネクタは AWS との接続を確立して各リージョンのリソースの検出を開始し、それらを  

ポリシーに対して評価します。

CloudFormation を使ったロールの作成

「Create AWS Connector」ウィンドウから CloudFormation テンプレートをダウンロードします。 

画面上の手順に従って、前にアップロードしたテンプレートファイルをダウンロードするスタック y を作成  

します。スタックが完成したら、出力からロール ARN をコピーしてコネクタの詳細情報に貼り付けます。 

ベースアカウント

AWS コネクタは、AWS API のクエリに Qualys アカウントを使用します。Qualys アカウントを使用した      

くない場合は、ベースアカウント機能を使用して、CloudView から AWS API クエリに独自の AWS アカウ      

ントを使用できます。ベースアカウントタイプごとに AWS アカウント ID とユーザ資格情報を設定する必    

要があります。 

例えば、「Central Security Account」、「Production」、「Development」の 3 つの AWS アカウントがあると      

します。CloudView の AWS コネクタの設定で「Central Security Account」をベースアカウントに指定し     

て、「Production」および「Development」アカウントからリソースを取得するように設定できます。 

ベースアカウントの作成

新しいコネクタを作成する前に、同じアカウントタイプ（リージョン）でベースアカウントを作成します。

ベースアカウントを作成しない場合は、Qualys アカウントを使用してコネクタを作成できます。

AWS API のクエリにユーザのアカウントを使用する AWS コネクタを作成するには、同じアカウントタイ    

プ（「Global」、「GovCloud」、「China」）のベースアカウントを 初に設定する必要があります。ベースアカ

ウントを作成しない場合はコネクタを作成できますが、この場合、AWS API のクエリに Qualys アカウン    

トが使用されます。
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操作手順
AWS
「Configuration」→「Amazon Web Services」を選択し、「Configure Base Account」をクリックします。

「Create」をクリックし、タイトル、AWS アカウント ID、アクセスキー、秘密鍵を指定します。

アカウントタイプを選択します。作成できるベースアカウントは、アカウントタイプごとに 1 つのみになり  

ます。

そのベースアカウントを設定する AWS アカウント ID のユーザの AWS コンソールに関連付けられたポリ      

シーがあることを確認してください。AWS コンソールの手順については、AWS コンソールのベースアカウ  

ント設定を参照してください。

(4) (4) 「Use in AssetView」オプションを選択して、設定したベースアカウントを AssetView アプリケー      

ションでも使用できるようにします。これにより、AssetView で別途ベースアカウントを作成する必要がな 

くなります。 

ベースアカウントの編集

編集するベースアカウントを選択し、「Quick action」メニューをクリックして「Edit」を選択します。アカ 

ウント名、AWS アカウント ID、アクセスキー、秘密鍵を編集できます。アカウントタイプは編集できません。

ベースアカウントを使用するように既存のコネクタを更新

Qualys アカウントを使用する既存の AWS コネクタをベースアカウントを使用するように更新するには、以   

下を実行する必要があります。

-AWS アカウント ID を使用するベースアカウントを作成します。
12



操作手順
AWS
-「IAM Roles」の「Trust Entities」を更新します。AWS コンソールで、「IAM role」→「Trust relationships」     
を選択し、「Edit trust relationship」を選択します。そのベースアカウントを設定する AWS アカウント ID     
が、この IAM ロールの割り当てをする信頼できるエンティティのアカウント番号と一致することを確認し  

ます。「Update Trust Policy」をクリックします。

対応するポリシーを更新すると、対応する IAM ロールを使用する既存のコネクタは、設定されたベースア  

カウントに自動的にアップグレードされます。

ベースアカウントを削除した場合

ベースアカウントを削除すると、ベースアカウントに関連付けられているすべてのコネクタは、Qualys ク 
ラウドプラットフォームの Qualys アカウントに自動的に更新されます。ただし、AWS アカウントを選択   

し、IAM ロールの「Trusted Entities」のアカウント ID をベースアカウント ID から Qualys アカウント ID         
に更新する必要があります。

AWS コンソールのベースアカウント設定

コネクタにベースアカウントを使用する場合、一定の前提条件と AWS コンソールで構成する必要のある設  

定があります。ベースアカウントを設定するために AWS コンソールで必要な手順と構成は以下のとおりで  

す。
13



操作手順
AWS
IAM ユーザの作成と AWS へのポリシーの関連付け

AWS コンソールで「AWS」→「Policies」を選択し、次の JSON コンテンツを含むポリシーを作成します   

（「AssumeRole」など）。 

IAM ユーザを作成します。「Identity and Access Management」→「Users」を選択し、「Add user」をクリッ     

クします。

ユーザ名を指定し、ユーザの「Programmatic access」を有効にします。「Next: Permissions」 をクリックし   

ます。
14



操作手順
AWS
「Attach existing policies directly」を選択し、「Filter policies」に作成したポリシーの名前（AssumeRole）    
を入力します。設定したポリシー（AssumeRole）を選択し、「Next: Tags」 をクリックします。

必要に応じてタグを追加します（オプション）。設定したユーザ設定を確認し、「Create user」をクリックし 

ます。

AWS リソースインベントリ

AWS コネクタを設定すると、AWS アカウントにあるリソースの検出が始まります。リソースのインベント  

リとメタデータは Qualys ポータルに送信されます。収集されるリソースのリストは、リソースリストを参  

照してください。更新されたリソースを取得するには、AWS コネクタのクイックアクションメニューで 

「Run」を選択する必要があります。

できること

- 複数の AWS アカウントのサービス / リソースをまとめて一箇所から把握できる。

- AWS アカウントを実行するサービス / リソースを特定する。収集されるリソースのリストは、リソースリ  

ストを参照してください。

- 適合していないリソースの数を特定する。

- リソースの詳細と他のリソースとの関連付けを表示する。

- リソースの属性、アカウント、リージョンなどを問い合わせてリソースの場所を探す。

- AWS タグを使ってタグ付き / タグなしのリソースを検索する。

- トレンドチャートと時間範囲により、過去 7 日、30 日のリソースの変化の様子を理解できる。カスタムの    

範囲も指定できます。
15



操作手順
AWS
リソースリスト

CloudView は次の AWS リソースを検出し、対応する属性を取得します。

- Subnet

- Network ACL

- Internet Gateway 

- Load Balancer 

- Instance 

- Route Table 

- S3 Bucket 

- IAM User 

- VPC 

- Auto Scaling Group 

- Security Group 

- Lambda Function

- RDS 

- EBS Volume
16



操作手順
Microsoft Azure
Microsoft Azure 
Microsoft Azure アカウントからリソース情報を収集する Microsoft Azure コネクタを設定します。操作は     

わずか数分で完了します。

Azure コネクタの作成に必要なアクセス許可について説明します。

前提条件

Azure コネクタを作成する前に、以下のアクセス許可があることを確認してください。 

- Azure Active Directory にアプリケーションを登録するには Azure Active Directory のアクセス許可を割        

り当てる

- Azure サブスクリプションでロールにアプリケーションを割り当てるには Azure Subscription のアクセス     

許可を確認する

Azure Active Directory のアクセス許可を割り当てる

「Azure Active Directory」→「User  
Settings」に移動し、「App registrations」 
が Azure サブスクリプションで許可さ  

れていることを確認します。

自分の Azure サブスクリプションでア  

プリの登録が「No」に設定されている

場合は、自分のアカウントが Azure AD  
アカウントで管理者とユーザーのどち

らであるか確認する必要があります。 

アカウントが管理者かどうかを確認す

るには、「Overview」に移動して自分の

ユーザ情報を確認します。 

アカウントが「User role」に割り当てられているが、アプリの登録設定は管理者ユーザーに制限されている 

場合、新しいアプリケーションの登録は許可されません。このような場合は、管理者にグローバル管理者

ロールを割り当ててもらうか、ユーザーでもアプリを登録できるようにしてもらいます。
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Azure Subscription のアクセス許可を確認する

Azure サブスクリプションで、AD アプリケーションにリーダロールを割り当てるには、アカウントに所有  

者アクセスロールが必要です。アカウントに共同作成者ロールが割り当てられている場合は、適切なパー

ミッションがないため、AD アプリケーションにロールを割り当てようとするとエラーが発生します。 

自分に割り当てられているロールを確認するには、アカウントを選択して（画像を参照）「My permissions」 
を選択します。「Subscription」ドロップダウンリストから、アクセス許可を確認するサブスクリプションを

選択し、「Click here to view complete access details for this subscription」リンクをクリックします。 

Azure コネクタを作成する手順

「Configuration」タブで、「Microsoft Azure」→「Create Connector」を選択します。 
18
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コネクタの名前と説明（オプション）を入力します。コネクタのアカウントタイプ（「Global」または「US
GovCloud」）を選択します。コネクタごとに選択できるアカウントタイプは 1 つのみです。

次に、Microsoft Azure コンソールでアプリケーション ID、ディレクトリ ID、認証キー、サブスクリプショ    

ン ID を設定してコネクタの詳細情報に貼り付ける方法について説明します。
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Microsoft Azure
アプリケーションの作成とアプリケーション ID およびディレクトリ ID の取得

Azure Active Directory でアプリケーションを作成します。Microsoft Azure コンソールにログオンし、左     

側のナビゲーションパネルで「Azure Active Directory」に移動し、さらに「App registrations」に移動しま   

す。「New registration」をクリックします。 

アプリケーションを登録するには、詳細情報を指定する必要があります。
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以下の詳細情報を入力します。

- 名前 : アプリケーションの名前（例 : My Azure Connector）

- サポートされるアカウントタイプ : 組織ディレクトリのアカウントを選択します。 

「Register」をクリックします。  新しく作成されたアプリケーションのプロパティが表示されます。

「Application (client) ID」と「Directory (tenant) ID」をコピーし、コネクタの詳細情報に貼り付けます。 
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認証キー

Azure Service Management API にアクセスして秘密鍵を作成するには、新しいアプリケーションにアクセ    

ス許可を提供する必要があります。 

アクセス許可の提供 : 

- 作成したアプリケーションを選択し、「API permissions」→「Add a permission」に移動します。 

- 「Request API permissions」の「Microsoft APIs」で「Azure Service Management」 API を選択します。

- 「user_impersonation」権限を選択し、「Add permission」をクリックします。 

必要な「Delegated Permissions」を選択し、「Select」をクリックしてから「Done」をクリックします。

「Add a permission」をクリックします。
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Microsoft Azure
「Request API permissions」の「Microsoft APIs」で「Microsoft Graph」 を選択します。 

「Application permissions」を選択し、「User permissions」を展開して、「User.Read.All」パーミッションを  

選択し、「Add permissions」をクリックします。

成功すると、「Permissions have changed.Users and/or admins will have to consent even if they have already             
done so previously」という確認通知が表示されます。 

秘密鍵の作成 : 
- 作成したアプリケーションを選択し、「Certificates and Secrets」→「New client secret」を選択します。

- 秘密鍵の説明と有効期限（「Never」を推奨）を追加し、「Add」をクリックします。 
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キーの値が「Value」フィールドに表示されます。

この時点でキーの値をコピーします。後からキーの値を取得することはできません。秘密鍵をメ

モし、安全に保管します。このキーの値は、アプリケーションとしてログオンする際にアプリケー

ション ID と共に入力する必要があります。
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サブスクリプション ID
アプリケーションがサブスクリプションにアクセスするためのアクセス許可を付与します。新しいアプリ

ケーションにロールを割り当てます。ロールは新しいアプリケーションがサブスクリプションにアクセスす

るためのアクセス許可を定義します。さらにサブスクリプションを追加するには、これらの手順を繰り返し

ます。

Microsoft Azure ポータルで、「Subscriptions」に移動します。

アプリケーションにアクセス許可を付与するサブスクリプションを選択し、サブスクリプション ID をメモ  

します。作成したアプリケーションにアクセス許可を付与するには、「Access Control (IAM)」を選択します。 

2 つのロール（アプリケーションに対するリーダロールとカスタムロール）を割り当てます。

リーダロールの割り当て

a - 作成したアプリケーションにアクセス許可を付与するには、「Access Control (IAM)」を選択します。

b - 「Add」→「Add a role assignment」に移動します。リーダロールを選択します。「リーダ」はすべてを     

表示できますが、サブスクリプションのリソースに変更を加えることは一切できません。

c - 「Assign Access to」ドロップダウンで、「Azure AD user, group, or service principal」を選択します。
25
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d - 「Select」ドロップダウンにアプリケーション名を入力し、作成したアプリケーションを選択します。 

e - 「Save」をクリックして、ロールの割り当てを終了します。アプリケーションは、ロールの対象範囲で  

ロールに割り当てられているユーザのリストに表示されます。

カスタムロールの割り当て

カスタムロールを割り当てる前に、カスタムロール（QRole）を作成します。カスタムロールの作成

a - 「Add」→「Add a role assignment」に移動します。作成したカスタムロール（QRole）を選択します。     

カスタムロールは表示はできますが、サブスクリプションのリソースに変更を加えることは一切できませ

ん。

b - 「Assign Access to」ドロップダウンで、「Azure AD user, group, or service principal」を選択します。

c - 「Select」ドロップダウンにアプリケーション名を入力し、作成したアプリケーションを選択します。

d - 「Save」をクリックし、ロールの割り当てを終了します。アプリケーションは、ロールの対象範囲でロー  

ルに割り当てられているユーザのリストに表示されます。

確認したサブスクリプション ID をコピーし、「Qualys Azure Connector」画面のコネクタの詳細情報に貼り    

付け、「Create Connector」をクリックします。

カスタムロールの作成

Azure CLI シェルコマンドを実行します。次のコンテンツを使用して JSON ファイルを作成します。コンテ    

ンツを編集し、サブスクリプション ID を追加します。

{
"Name": "QRole",
"IsCustom": true,
"Description": "Role for Qualys Connector",
"Actions":  
[
   "Microsoft.Web/sites/config/list/action"
],
 "NotActions": [  ],
 "AssignableScopes":
26
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[
   "/subscriptions/XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX"
]
}

Run コマンド :
az role definition create --role-definition <Role-Definition-
Json_file>

参照

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/role-based-access-control/custom-roles-cli

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/role-based-access-control/tutorial-custom-role-powershell

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/role-based-access-control/role-assignments-portal

Azure リソースインベントリ

Azure コネクタを設定すると、Azure アカウントにあるリソースの検出が始まります。リソースのインベン  

トリとメタデータは Qualys ポータルに送信されます。収集されるリソースのリストは、リソースリストを  

参照してください。更新されたリソースを取得するには、Azure コネクタのクイックアクションメニューで 

「Run」を選択する必要があります。

リソースリスト

CloudView は次の Azure リソースを検出し、対応する属性を取得します。

- SQL Server 

- SQL Server Database 

- Resource Group 

- Virtual Network 

- Virtual Machine

- Network Security Group
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Google Cloud Platform
Google Cloud Platform
Google Cloud Platform プロジェクトからリソース情報を収集する Google Cloud Platform（GCP）コネク      

タを設定します。操作はわずか数分で完了します。

GCP コネクタを作成する手順

「Configuration」→「Google Cloud Platform」タブに移動し、「Create Connector」をクリックします。

（1）コネクタの名前と説明（オプション）を入力します。 

（2）GCP コンソールから構成ファイルをダウンロードし、Qualys クラウドプラットフォームにアップロー  

ドして GCP コネクタの作成を完了する必要があります。 

（3）「Create Connector」をクリックします。 

以上で完了です。コネクタは GCP との接続を確立して各リージョンのリソースの検出を開始します。
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構成（JSON）ファイルを GCP コンソールからダウンロードし、必要な認証情報を設定する手順を説明し  

ます。API ライブラリにある必要な API へのアクセスを有効にする必要があります。

Compute Engine と Resource Manager API へのアクセスを有効にする

（1）Google Cloud Platform（GCP）コンソールに移動します。

（2）組織を選択します。

（3）プロジェクトを選択するか、新しいプロジェクトを作成します。正しいプロジェクトを選択しているこ

とを確認してください。

（4）左側のサイドバーで、「APIs and Services」→「Library」に移動します。
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（5）API ライブラリで次の API をクリックし、有効にします。API の検索には、検索フィールドを使用で    

きます。

- Compute Engine API

- Cloud Resource Manager API

- Compute Engine API

- Kubernetes Engine API

- Cloud SQL Admin API

サービスアカウントの作成と構成ファイルのダウンロード

（1）GCP コンソールにログインし、プロジェクトを選択します。

（2）左側のサイドバーで、「IAM & admin」→「Service accounts」に移動し、「CREATE SERVICE ACCOUNT」     
をクリックします。サービスアカウントの名前と説明を入力し、「Create」をクリックします。
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（3）「Viewer」役割を選択してサービスアカウントに少なくとも読み取りアクセス権を割り当てて「Continue」
をクリックします。

（4）「 CREATE KEY」をクリックし、キーのタイプで「JSON」を選択して「Create」をクリックします。

「秘密鍵がコンピュータに保存された」ことを伝えるメッセージが表示され、JSON ファイルがコンピュー 

タにダウンロードされます。「Close」をクリックし、「Done」をクリックします。

構成（JSON）ファイルをアップロードし、Qualys クラウドプラットフォームで「Create Connector」をク  

リックして GCP コネクタの作成を完了します。
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GCP リソースインベントリ

Google Cloud Platform（GCP）コネクタを設定すると、GCP アカウントにあるリソースの検出が始まりま   

す。リソースのインベントリとメタデータは Qualys ポータルに送信されます。収集されるリソースのリス  

トは、リソースリストを参照してください。更新されたリソースを取得するには、GCP コネクタのクイッ 

クアクションメニューで「Run」を選択する必要があります。

リソースリスト

CloudView は次の GCP リソースを検出し、対応する属性を取得します。

- VM Instances 

- Networks 

- Firewall Rules 

- Subnetworks
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ユーザのコネクタアクセスの管理

ユーザパーミッション
ユーザのコネクタアクセスの管理

ユーザを作成してロールを割り当てることで、定義するロールに従ってアクセス権を付与することができま

す。複数のユーザロールがサポートされています。

- マネージャロールを持つユーザ : マネージャロールを持つユーザは、サブスクリプション内のすべてのリ  

ソースへの完全な権限とアクセス権を持っている 高権限のユーザです。マネージャロールを持つユーザの

みがユーザを作成しロールを割り当てることができます。

- サブユーザ : マネージャロールを持つユーザは、2 種類のサブユーザを作成できます。ロールに割り当て   

るパーミッションに応じて、サブユーザはすべての権限を持つユーザと読み取り専用権限を持つユーザに分

類できます。

すべての権限 : サブユーザには、他のユーザの作成と管理を除く、CloudView 内のすべての権限が付与され  

ます。詳細については、サブユーザ（すべての権限）を参照してください。 

リーダ権限：リーダロールを持つサブユーザは、CloudView モジュールに表示されるデータの閲覧のみがで 

きます。

ユーザパーミッション

次の表で、ユーザロールに付与された権限を比較します。

操作 ユーザ  
（マネージャロール）

サブユーザ サブユーザ 
（リーダロール）

新しいユーザの作成 あり なし なし

サブユーザへのアクセス権の付与 あり なし なし

既存ユーザのアクセス権の更新 あり なし なし

グループの作成とコネクタへの割り当て あり なし なし

コネクタの管理 あり なし なし

ポリシーとコントロールの管理 あり あり なし

コントロールのカスタマイズ あり あり なし

レポート あり あり 閲覧のみ

ダッシュボード あり あり あり
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新しいユーザ : スコープとパーミッション
新しいユーザ : スコープとパーミッション

マネージャロールを持つユーザのみが、新規ユーザを作成し、ユーザにパーミッションを付与することがで

きます。手順の概要を説明します。

ユーザの作成

ユーザへのロールの割り当て

ユーザのアクセスの管理（コネクタのグループ化）

ユーザのアクセスの管理

ユーザの作成

マネージャロールを持つユーザは、サブスクリプションのサービスレベルで許可された 大数までのユーザ

を追加できます。

クイックステップ

（1）リーダユーザを作成します。「Administration」モジュール→「ユーザ管理」→「ユーザを作成」→「リー

ダユーザを作成」を選択します。 

（2）ユーザ作成に必要な情報（一般情報、ロケール、ユーザロール、アセットグループ（オプション）、パー

ミッション、オプション、セキュリティ）を指定します。

ユーザロールに 低でもリーダーロールを選択してください。その他のオプションはデフォルト設定のまま

でもかまいません。

（3）「保存」をクリックします。
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新しいユーザ : スコープとパーミッション
ユーザパーミッションを付与する方法

ロールを定義して、定義したロールをユーザに割り当てます。定義するロールによって、ユーザに割り当て

られるパーミッションが決定します。これは、ユーザのアカウントを編集して行います。例えば、完全なア

クセス権を持つユーザを作成するには、ロール内のすべてのパーミッションを有効にし、ユーザにロールを

割り当てる必要があります。一度に複数のユーザに完全なアクセス権を割り当てるロールを割り当てること

ができます。こちらを参照してください。

新規ユーザの追加後

新規ユーザを作成すると、ユーザアカウントリストにユーザが表示され、ステータスが「Pending Activation」 
と表示されます。新しいアカウントの証明書とログイン手順への 1 回限り有効なセキュアリンクが記載され  

た登録用メールが、新しいユーザに自動的に送信されます。登録用メールは、ユーザのアカウントに定義さ

れている E メールアドレスに送信されます。初めてログインすると、ユーザのステータスは「Active」に変  

わります。 

ユーザへのロールの割り当て

管理ユーティリティ（アプリケーションピッカーの 後のオプション）を使用して、ユーザの表示および管

理を行い、CloudView アプリケーションへのアクセス権を付与します。「User Management」タブに、各  

ユーザがアクセス権を所有するアプリケーションが表示されます。アクセス権はロールベースです。

詳細については、管理ユーティリティのオンラインヘルプを参照してください。

手順について

管理ユーティリティで、「Users」→「Role Management」を選択します。ここで、新規ロールを作成し、既 

存のロールのパーミッションを変更します。ここからユーザにロールをすばやく割り当てることもできま

す。

このタブが表示されない場合は、1）完全なパーミッションとスコープまたは 2）管理ユーティリティで 

「Access Role Management Section」パーミッションが有効になっているロールが必要です。

ロールの種類について

次の 2 つのサブユーザを設定できます。

- すべての権限を持つサブユーザ : 「CLOUDVIEW user」という名前の事前定義済みロールが提供されてい   

ます。このロールを必要なユーザに割り当てると、ユーザに CloudView での完全アクセス権が付与されま  

す。こちらを参照してください。

- リーダ権限を持つサブユーザ : リーダロールを持つユーザは、CloudView モジュールに表示されるデータ   

の閲覧のみができます。「New Role」をクリックします。ロールに名前と説明を指定し、モジュールと、ロー 

ルを割り当てるときにユーザに付与される権限のパーミッションを選択します。こちらを参照してください。

ユーザにロールを割り当てる方法

割り当てるロールを選択し、「クイックアクション」メニューから「ユーザに追加」を選択します。割り当

てるユーザを指定し、「保存」をクリックします。同様の方法で、ユーザからロールを削除できます。削除

するには、「ユーザから削除」を選択するだけです。

ロールを編集する方法

リストのロールを選択し、「クイックアクション」メニューから「編集」を選択します。
35



ユーザのコネクタアクセスの管理

新しいユーザ : スコープとパーミッション
ロール名や説明を変更したり、割り当て済みパーミッションを編集したりできます。ロールに加えた変更は、

そのロールが割り当てられたすべてのユーザに適用されます。

パーミッションについて

ロールのパーミッションを編集するときに、アプリケーションのアクセス権、アクセス可能なモジュール、

現在のロールを持つユーザのモジュール内のパーミッションを定義できます。 

ユーザがアクセスできるよう CloudView モジュールを割り当てていることを確認してください。グループ  

のタイトルをクリックして、パーミッションを展開します。次にロールに割り当てるパーミッションを選択

します。

- すべての権限 : サブユーザには、他のユーザの作成と管理を除く、CloudView 内のすべての権限が付与さ   

れます。詳細については、サブユーザ（すべての権限）を参照してください。

リーダ権限：リーダロールを持つサブユーザは、CloudView モジュールに表示されるデータの閲覧のみがで 

きます。詳細については、サブユーザ（リーダ権限）を参照してください。

ロールの削除

ロールは削除できます。ロールを選択し、「クイックアクション」メニューから「削除」を選択します。削

除したロールはこれ以降、ユーザに割り当てられなくなります。ロールは、（これまでにそのロールを割り

当てられていた）すべてのユーザのアカウントから自動的に削除され、そのユーザにはこれ以降、そのロー

ルで付与されていたパーミッションがなくなります。ロールから UI アクセスパーミッションを削除する際  

の注意点があります。UI アクセスパーミッションが割り当てられたロールが少なくとも 1 つはないと、ユー   

ザは UI にログインできません。

ユーザのアクセスの管理（コネクタのグループ化）

グループを使用してサブユーザのアクセスを制御できるようになりました。グループを使用することで、コ

ネクタの整理とコネクタへのユーザアクセス管理が容易になります。 

グループ

コネクタにグループを適用し、コネクタグループを作成したり、コネクタに固有のグループを使用してコネ

クタを分けたりすることができます。グループを使用して、作成するユーザにアクセス権を提供したり、ア

クセス権を制限したりします。

コネクタへのグループの割り当て

コネクタグループを作成する方法とユーザに特定のコネクタへのアクセス権を与える方法を説明します。

警告 - ロールから UI アクセスパーミッションを削除する際の注意点があります。UI アクセス     

パーミッションが割り当てられたロールが少なくとも 1 つはないと、ユーザは UI にログインで    

きません。

注記 : 事前定義済みのロールのパーミッションを編集したり、事前定義済みのロールを削除した 

りした場合、編集するロールに関連付けられているユーザのアクセス動作が変わる可能性があり

ます。
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ユーザのコネクタアクセスの管理

新しいユーザ : スコープとパーミッション
（1）「Configuration」タブを選択し、コネクタグループを作成するクラウドプロバイダ（AWS、Azure、ま

たは GCP）を選択します。

複数のアカウントまたは複数のコネクタがある場合に、グループを使用して特定のアカウントまたはコネク

タにアクセスを制限できます。 

（2）アクセスを設定するコネクタを選択し、「Quick Actions」メニューから「Assign Group」をクリックし  

ます。

（3）グループの名前を入力し、「Create」をクリックして「Save」をクリックします。

サブユーザにグループを割り当てるには、ユーザにグループを関連付ける必要があります。詳細については、

ユーザのアクセスの管理を参照してください。
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ユーザのコネクタアクセスの管理

新しいユーザ : スコープとパーミッション
すべてのコネクタへのユーザアクセスの限定

（1）「Configuration」タブを選択し、コネクタグループを作成するクラウドプロバイダを選択します。

（2）コネクタを選択し、「Quick Actions」メニューから「Assign Group」をクリックします。

（3）グループの名前を入力し、「Create」をクリックします。「Save」をクリックしないで、「Cancel」をク

リックします。 

グループが作成されましたが、コネクタには割り当てられていません。「Access Management」タブを使用 

してこのグループをユーザに割り当てます。ユーザのアカウントへのアクセスが制限されました。 

この場合、コネクタへのアクセス権を付与するには、コネクタに関連付けられている別のグループを割り当

てる必要があります。

ユーザのアクセスの管理

マネージャロールを持つユーザは、サブユーザにアクセス権を割り当て、サブユーザがアクセスできるコネ

クタを決定することができるようになりました。「Access Management」タブに、CloudView モジュールに  

アクセスできるサブユーザがすべて表示されます。 

サブユーザが表示されない場合、サブユーザを作成できます。サブユーザを新規作成するには、管理ユー

ティリティにアクセスし、新規ユーザを作成し、各ユーザにロールを割り当てます。 

ユーザへのスコープの割り当て

（1）「Configuration」→「Access Management」タブを選択します。

「Access Management」タブは、マネージャロールを持つユーザのみが使用できます。マネージャロールを 

持つユーザは、サブユーザのアクセスを管理できます。

注記 : デフォルトでは、サブユーザにグループが割り当てられていない場合、サブユーザはすべ 

てのコネクタにアクセスできます。すべてのコネクタへのアクセスを限定するには、グループを

作成し、グループをコネクタには割り当てず、ユーザにのみ割り当てる必要があります。
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ユーザのコネクタアクセスの管理

新しいユーザ : スコープとパーミッション
（2）ユーザを選択し、「Quick Actions」メニューから「Manage Access」をクリックします。 

サブユーザのアクセスを設定するには 2 つのオプションがあります。

- グループの使用

サブユーザにグループを割り当てるには、ユーザにグループを関連付ける必要があります。 

「Add Groups」をクリックし、グループを選択し、 「Save」をクリックしてグループをユーザに関連付けます。

1 つのグループが異なるクラウドプロバイダに属する複数のコネクタに割り当てられた場合、ユーザはグ 

ループに関連付けられているすべてのコネクタにアクセスできます。

- コネクタの使用 
サブユーザのスコープを定義する場合、各クラウドプロバイダのコネクタを直接選択し、サブユーザに関連

付けることができます。サブユーザは、サブユーザに割り当てられたすべてのコネクタにアクセスできるよ

うになります。
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ユーザのコネクタアクセスの管理

既存ユーザのスコープの定義
「Connectors」と「Regions」項で、特定のクラウドプロバイダのリンクをクリックし、コネクタを選択し、

「Save」をクリックします。 

同様に、複数のクラウドプロバイダから複数のコネクタを選択できます。AWS では、コネクタとリージョ 

ンも選択できます。 

既存ユーザのスコープの定義

マネージャロールを持つユーザのみが、既存のユーザにパーミッションを付与し、そのパーミッションを変

更することができます。手順の概要を説明します。

ユーザのアクセスの管理（コネクタのグループ化）

ユーザのアクセスの管理

詳細については、ロールベースのアクセス管理を参照してください。
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ユーザのコネクタアクセスの管理

サブユーザ（すべての権限）
サブユーザ（すべての権限）

完全アクセスパーミッションを付与された事前定義済みのロール（CLOUDVIEW User）が提供されていま 

す。CloudView での完全アクセス権を付与するには、事前定義済みのロール（CLOUDVIEW User）をユー  

ザに割り当てるだけです。

完全アクセスロールを持つユーザは、コネクタの作成、ポリシーの管理、コントロールの管理など、ユーザ

が使用できるすべての操作を実行できます。

パーミッション : マネージャロールを持つユーザのみが Administration モジュールにアクセスし、サブユー   

ザを作成できます。

完全アクセス権を持つサブユーザができる操作

完全アクセスロールを持つユーザは、以下の操作ができます。

- コネクタの管理

- コントロールとポリシーの管理

- ダッシュボードの作成と編集

- グループ（コネクタグループ）の作成と編集

- サブユーザの作成とグループの割り当て

クイックステップ

（1）リーダユーザを作成します。「Administration」モジュール→「ユーザ管理」→「ユーザを作成」→「リー

ダユーザを作成」を選択します。 
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ユーザのコネクタアクセスの管理

サブユーザ（すべての権限）
（2）管理ユーティリティで、「ロール管理」タブを選択し、「CLOUDVIEW User」を選択し、 「クイックア  

クション」メニューから「ユーザに追加」を選択します。

または、新規ロールを作成し、「CLOUDVIEW UI Access」と「CLOUDVIEW API Access」の 2 つのパー      

ミッションをロールに割り当て、そのロールを必要なユーザに割り当てることもできます。 
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ユーザのコネクタアクセスの管理

サブユーザ（すべての権限）
（3）「Users」ドロップダウンから必要なユーザを選択し、「Save」をクリックします。CloudView の完全ア 

クセス権を割り当てるユーザを選択する必要があります。

新しいユーザは、完全アクセス機能を使用して CloudView を操作できます。

注記 : 4 つすべてのパーミッションを有効にした場合、読み取り専用パーミッションが優先され、  

サブユーザは読み取りパーミッションのみを付与されます。すべての権限を有効にするには、2
つのパーミッションのみを有効にしてください。
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ユーザのコネクタアクセスの管理

サブユーザ（リーダ権限）
サブユーザ（リーダ権限）

新しいユーザロールの「リーダ」（読み取り専用アクセス権）を作成し、サブユーザに割り当てることがで

きます。リーダロールを持つユーザは、CloudView モジュールに表示されるデータの閲覧のみができます。

パーミッション : Administration モジュールにアクセスできるユーザのみ、リーダロールのサブユーザを作  

成できます。

リーダユーザができる操作

リーダロールを持つユーザは、以下の操作ができます。

- コネクタの表示

- コントロール、ポリシー、リソースの監視

- ダッシュボードの作成と編集

リーダロールを持つユーザはコネクタの作成、コントロールとポリシーの評価はできません。

クイックステップ

（1）リーダユーザを作成します。「Administration」モジュール→「ユーザ管理」→「ユーザを作成」→「リー

ダユーザを作成」を選択します。 
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ユーザのコネクタアクセスの管理

サブユーザ（リーダ権限）
（2）管理ユーティリティでロールを作成し、ロールに UI アクセスパーミッションがあり、「CLOUDVIEW  
Readonly Access」と「CLOUDVIEW API Readonly Access」が有効になっていることを確認します。

（3）新しく作成されたユーザにロールを割り当てます。

新しいリーダユーザは、監視機能を使用して CloudView を操作できます。
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クラウドリソースの保護

ダッシュボード
クラウドリソースの保護

コネクタを設定すると、クラウドアカウントにあるリソースの検出が始まります。リソースのインベントリ

とメタデータは Qualys ポータルに送信されます。収集したリソースとそれぞれの詳細情報は、「Resources」  
タブに移動して表示できます。 

ダッシュボード

Qualys CloudView アプリケーションには追加設定がいらないデフォルトの AWS ダッシュボードが用意さ    

れており、リソースのインベントリ情報やセキュリティ状態のサマリを表示します。Microsoft Azure ダッ  

シュボードもサポートされています。

このデフォルトのダッシュボードには以下が表示されます。

- リソースインベントリ - ルートテーブル、EC2 インスタンス、VPC、サブネット、IAM ユーザなど

- 失敗の合計。コントロールの重要度別リソースの構成ミス

- リソースと失敗の数を示すリージョン別のセキュリティ状態

- コントロールの失敗が多い上位 5 アカウント

- 失敗が多い上位 5 コントロール

次のダッシュボードの例を参照してください
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クラウドリソースの保護

リソースの詳細
リソースの詳細

「Resources」タブには収集したさまざまなリソースに関する情報が表示されます。タイプ別のリソースの数

や 1 つまたは複数のコントロールが失敗しているリソースの数がわかります。各タイプのリソースの数を表  

示するには該当する行をクリックします。個別のリソースの詳細を表示するには該当するリソースをクリッ

クします。各リソースについて、以下の情報が表示されます。

リソースサマリ

「List View」にはリソースのサマリが表示されます。これには、リソースの合計数、リソースタイプ別の失 

敗したリソースの数が含まれます。

Instance（EC2 インスタンス）と Security Group タイプのリソースを例に挙げて、リソースの詳細情報を見    

てみましょう。
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クラウドリソースの保護

リソースの詳細
インスタンスの詳細

「Instance」タイプをクリックし、AWS EC2 インスタンスにドリルダウンします。左側のパネルのフィルタ  

を使い、リージョンまたはアカウントでリソースを絞り込むこともできます。
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クラウドリソースの保護

リソースの詳細
次に、EC2 インスタンス ID をクリックし、検出した脆弱性の数、リソースの関連付け、場所、ネットワー   

ク情報を表示します。

インスタンスの脆弱性の詳細

CloudView のリソースのインスタンスタイプの脆弱性の詳細が表示されます。詳細には、リソースのインベ 

ントリ、セキュリティ情報、コンプライアンス情報、センサ情報が含まれます。

リソースの詳細を表示する際の注意事項 :

- リソースのインスタンスタイプの詳細のみが表示されます。

AWS: Instance、Azure: Virtual Machine、GCP: VM Instances

- リソース（アセット）は、Qualys スキャン時に検出されるか、Qualys Cloud Agent がインストールされ     

ている必要があります。リソース（アセット）は、Qualys クラウドプラットフォーム（AssetView）で使用 

可能である必要があります。

- リソースに Qualys Cloud Agent がインストールされている場合、「Agent Summary」項に該当する詳細が      

表示されます。
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クラウドリソースの保護

リソースの詳細
「Resources」を選択し、クラウドプロバイダ（AWS、Azure、または Google Cloud Platform）を選択しま   

す。ここで、インスタンスタイプのリソースを選択し、リソースをクリックします。「Resource Details」ペー 

ジにさらに詳しい情報が表示されます。 
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クラウドリソースの保護

リソースの詳細
注記 : Qualys クラウドプラットフォームにリソースが存在しない場合は、リソースの「View Mode」が表   

示されます。 
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クラウドリソースの保護

リソースの詳細
「Vulnerabilities」をクリックし、検出した脆弱性に関する情報を表示します。

脆弱性関連のデータは、Scanner Appliance または Cloud Agent を使っている場合のみ表示され     

ます。
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クラウドリソースの保護

リソースの詳細
セキュリティグループ情報の表示

Security Group リソースについては、さらに詳しい情報を表示できます。「Resources」→「Security Group」   
に移動し、セキュリティグループ ID をクリックしてさらに詳しい情報を表示します。

セキュリティグループの関連付けの表示

ID、リージョン、状態など、関連付けに関するさまざまな詳細情報を表示できます。
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クラウドリソースの保護

リソースの詳細
評価済みコントロールの表示

リソースを評価したコントロールとその結果が合格と失敗のどちらかであるかを表示できます。
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クラウドリソースの保護

リソースの構成ミス
リソースの構成ミス

CloudView は追加設定不要のポリシーに含まれるコントロールと現在のリソースの構成を比較し、望ましい 

構成かどうか判断します。相違が見つかった場合、そのリソースは該当するコントロールに関して失敗に

マークされます。コントロールごとに該当するリソースに対して評価されます。該当するすべてのリソース

がコントロールの望ましい構成に従って設定されている場合、そのコントロールは合格にマークされます。

該当するリソースの 1 つ以上がコントロールに従っていない場合、そのコントロールは失敗にマークされま  

す。このようにして見つかった構成ミスは、「Monitor」タブに表示されます。

コントロールの評価ビュー

1 - 評価されるコントロールの総数

2 - 評価の総数。リソースとコントロールの一意の組み合わせが 1 つの評価として処理されます。

3 - 合格した評価の数 

4 - 失敗した評価の数 

5 - 重要度が高い失敗した評価の数

6 - 重要度が中程度の失敗した評価の数

7 - 重要度が低い失敗した評価の数

注記 : コントロールの重要度を変更する場合、既存の評価のコントロールの重要度を変更すると、次のコネ 

クタの実行に影響を与えます。

各コントロールは該当するリソースに対して評価されますが、この数は「Total Resources」に表示されま 

す。緑で表示されている数は合格しているリソース、つまりコントロールに従って望ましい構成とされたリ

ソースの数です。赤で表示されている数は失敗とされたリソースの数です。

コントロールをクリックすると、そのコントロールに対して評価されたすべてのリソースの詳細が表示され

ます。 
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クラウドリソースの保護

リソースの構成ミス
コントロールの評価の詳細

コントロールの詳細画面には、そのコントロールに対して評価されたリソースの数が表示されます。リソー

スごとに、固有のリソース ID、アカウント ID、リージョンなどが表示されます。検索フィルタを使って合  

格 / 失敗リソースを表示できます。

リソースの証拠

リソースが失敗した詳しい理由を表示するには、「Evidence」リンクをクリックします。リソース属性の実

際の値が表示されます。 

「Evaluation Summary」には以下の情報も表示されます。

- First Evaluated: コントロールを 初に評価した日付

- Last Evaluated: コントロールを評価した 後の日付。
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クラウドリソースの保護

リソースの構成ミス
- Last Reopened: コントロールの評価結果が合格から失敗に変わった 後の日付。

- Last Fixed: コントロールの評価結果が失敗から合格に変わった 後の日付。

改善手順の表示

失敗の修正に必要な手順を確認するには、「Remediation Steps」タブをクリックします。
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クラウドリソースの保護

リソースの構成ミス
アカウント別のコントロール評価結果の表示

アカウントフィルタをクリックし、合格 / 失敗したコントロールの数を簡単に表示できます。
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クラウドリソースの保護

リソースの構成ミス
リソースパラメータ情報を使用した検索

リソースのパラメータ情報に一致するすべてのリソースを検索できるようになりました。例えば、リソース

に特定の VPC を持つ AWS インスタンスなどの特定のパラメータがある場合、同じ VPC ID とリソースタ       

イプに属するすべてのリソースを検索できます。

「Resources」を選択し、インスタンスリソースタイプを選択し、 「EC2 Instance ID」をクリックして、リ   

ソースの詳細を表示します。そのリソースタイプのすべての検索可能なパラメータ情報のリンクが右側に表

示されます。 

リンクをクリックすると、自動的に VPC ID に基づいて検索クエリが作成され、検索結果が表示されます。
59



ポリシーとコントロール

コントロールのカスタマイズ
ポリシーとコントロール

CloudView はリソースを継続して検出し、リソースが用意されている追加設定のいらないベンチマークとベ 

ストプラクティスのポリシーにそれぞれ従っていることを確認します。 

コントロールのカスタマイズ

コントロールは、一連のホストのコンプライアンスを測定しレポートする際に使用されるポリシーの構成要

素です。選択できるコントロールは数多く用意されており、カスタマイズもできます。コントロールは、リ

ソースのコンプライアンス状態に重要な役割を果たします。

コントロールの重要度

ニーズに合わせてコントロールの重要度を変更できます。環境に合わせてコントロールの重要度を変更する

必要がある場合、コントロールを選択し、「Quick Actions」メニューから「Change Criticality」を選択します。 
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ポリシーとコントロール

コントロールのカスタマイズ
コントロールに割り当てる重要度を選択し、「Change Criticality」をクリックします。

重要度が「HIGH」のコントロールが 3 つのリソースを評価したシナリオを見ていきましょう。ここでは、  

コントロールの重要度を「LOW」に変更すると、評価結果の変更は、コネクタの実行後にのみ反映されま

す。コネクタの実行時には、2 つのリソースのみが検出されるとみなします。コネクタ実行後に検出される 

リソースのコントロール評価結果には、重要度「LOW」が示されます。ただし、コネクタ実行後に検出さ

れなかったリソースのコントロール評価結果は、重要度「HIGH」としてカウントされます。

注記 : 重要度を変更する場合、既存の評価のコントロールの重要度を変更すると、次のコネクタ 

の実行時に「Monitor View」に影響を与えます。
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ポリシーとコントロール

コントロールのカスタマイズ
システムコントロール

システム定義のコントロールは、Qualys が提供する事前定義済みのコントロールです。システム定義のコ 

ントロールにはカスタマイズ可能なものと不可能なものがあります。カスタマイズ可能かどうかは、コント

ロール表示アイコンに表示されます。 

 - この表示のシステム定義のコントロールはカスタマイズできません。このシステム定義のコントロー  

ルのパラメータ値は変更できません。

 - この表示のコントロールはニーズに合わせてカスタマイズできます。このコントロールのパラメータ  

値を変更し、組織の要件に応じてカスタマイズできます。

ユーザ定義のコントロール

 - この表示のコントロールはカスタマイズできます。システム定義のコントロールをコピーして、ニー  

ズに合わせてカスタマイズできる独自のユーザ定義コントロールを作成できます。

コントロールのコピーとカスタマイズ

「Policy」→「Controls」を選択し、カスタマイズするコントロールを選択し、「Quick Actions」メニューか 

ら「Create Copy」を選択します。アイコン  は、コントロールがカスタマイズ可能であることを示しま   

す。現時点で、12 の AWS コントロールと 2 つの Azure コントロールがカスタマイズ可能です。 

要件に応じてコントロールのパラメータを変更し、カスタマイズしたコントロールを保存できます。カスタ

マイズしたコントロールを使用して、ポリシーに関連付け、リソースを評価できます。

例えば、AWS CID 11 のパスワードの 低文字数を 10 に変更するとします。
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ポリシーとコントロール

コントロールのカスタマイズ
（1）コントロールを選択し、「Quick Actions」メニューから「Create Copy」をクリックします。

（2）必要に応じて、コントロールの名前と重要度を変更します。「Next」をクリックします。

（3）「Evaluation Parameter」の期待値を「10」に設定します。必要に応じて、「Evaluation Description」、  

「Evaluation Message」などの他の要素を変更します。「Next」をクリックします。

（4）必要に応じて、「Additional Details」を更新します。「Create」をクリックします。

以上で完了です。新しいカスタムコントロールが使用できるようになりました。

コントロールの編集

コントロールは編集できます。編集するユーザ定義のコントロールを選択し、「Quick Actions」メニューか 

ら「Edit」を選択します。編集できるのはユーザ定義のコントロールだけです。システム定義のコントロー

ルは編集できません。

コントロールの削除

コントロールは削除できます。削除するユーザ定義のコントロールを選択し、「Quick Actions」メニューか 

ら「Edit」を選択します。削除できるのはユーザ定義のコントロールだけです。システム定義のコントロー

ルは削除できません。
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ポリシーとコントロール

独自のポリシーの作成
独自のポリシーの作成

ポリシーは、一連のリソースのコンプライアンスを測定しレポートする際に使用されるコントロールの集合

体です。コンプライアンスレポートに、ポリシーコントロールとともにリソースのコンプライアンスステー

タス（合格または不合格）が表示されます。提供されるポリシーを使用して、独自のポリシーを作成できます。 

システム定義のポリシー

CloudView はリソースを継続して検出し、リソースが用意されている追加設定のいらないベンチマークとベ 

ストプラクティスのポリシーにそれぞれ従っていることを確認します。Qualys が提供するポリシーとそれ 

に関連付けられたコントロールの完全なリストを表示するには、付録 : ポリシーとコントロールのリストを 

参照してください。

独自のポリシーの設定（カスタムポリシー）

独自のカスタムポリシーを作成し、カスタムポリシーに対して評価される必要なコントロールを関連付ける

ことができます。

（1）「Policy」→「Policy」→「New」を選択します。 

（2）名前、説明など、カスタムポリシーの基本情報を入力し、クラウドプロバイダを選択します。「Next」
をクリックします。 
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ポリシーとコントロール

独自のポリシーの作成
（3）次のコントロールを関連付けます。

- システム定義

- ユーザ定義

ポリシーに関連付けるコントロールを選択し、「Add」をクリックします。「Next」をクリックします。

システム定義のコントロールを関連付けるか、ニーズに合わせて既存のコントロールを使用して独自のカス

タムコントロールを作成できます。詳細については、コントロールのカスタマイズを参照してください。 

注記 : サブユーザを作成できるのは、マネージャユーザのみです。
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ポリシーとコントロール

独自のポリシーの作成
（4）ポリシーコンプライアンスの分析対象とするコネクタグループまたはコネクタを選択します。「Next」
をクリックします。 

以上で完了です。カスタムポリシーが使用できるようになりました。

ポリシー検索

Qualys 詳細検索を使用すると、ポリシーの詳細と 新情報を取得できます。検索フィールドに入力を開始 

すると、ポリシー名、プロバイダなど検索可能なプロパティが表示されます。目的のプロパティを選択しま

す。

プロパティに基づいてポリシーを検索します。

ここで、一致させたい値を入力し、「Enter」を押します。以上で完了です。一致するものがリストに表示さ

れます。検索クエリの作成方法の詳細については、こちらをクリックしてください。

コントロールの関連付け

該当するコントロールを関連付けることでポリシーを作成できます。 
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レポート

レポートテンプレートとレポート
レポート

レポートテンプレートを設定し、規制ベースおよびポリシーベースのレポートを生成して、AWS アカウン 

トのコンプライアンス状態を完全に把握できるようになりました。 

現時点では、ポリシーおよび規制のレポート生成は AWS に対してのみサポートされています。サポートさ  

れている規制 :

- Payment Card Industry Data Security Standard（PCI-DSS）

- Cloud Control Matrix（CCM）

- ISO/IEC 27001:2013

レポートテンプレートとレポート

設定を行って、レポートのカスタムテンプレートを作成します。レポートテンプレートが保存され、使用可

能になります。レポートを表示したい場合は毎回、「Quick Actions」メニューから「Run Report」を選択し  

ます。 

レポートテンプレートは、編集してレポート設定を再構成したり変更したりできます。レポートテンプレー

トで定義した条件に応じて、規制レポートとポリシーレポートの 2 種類のレポートを生成できます。

規制ベースのレポート

規制とは、セキュリティ / 企業主導の認定団体や政府組織によって策定される法的要件、ベストプラクティ

ス標準、またはコンプライアンスフレームワークです。

規制ベースのレポートを開始することで、基本のセキュリティベースラインの観点から、選択した規制に照

らした組織のコンプライアンス状態を表示できます。これにより、準拠する必要のある規制を選択し、選択

したポリシーの観点からコンプライアンス状態を把握できます。

レポートは表示目的にのみ作成されており、現時点では、レポートの保存、ダウンロード、公開はサポート

されていません。

手順について

カスタムレポートテンプレートの作成は簡単です。 

1）「Reports」→「Create New Template」を選択します。 
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レポート

規制ベースのレポート
2）レポートテンプレートにタイトルと説明（オプション）を入力します。 

3）レポートタイプで「Mandate」を選択し、「Next」をクリックします。 

- ドロップダウンから「Policy」を選択します。複数のポリシーを選択できます。

- ドロップダウンから「Mandate」を選択します。規制を 1 つのみ選択できます。
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レポート

規制ベースのレポート
4）コンプライアンスを評価するアカウントまたはコネクタを選択します。 

5）「Summary」で、構成したレポートテンプレート設定を確認し、「Create Template」をクリックし、「Run 
Report」をクリックします。 
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レポート

ポリシーベースのレポート
規制ベースのレポートの例

ポリシーベースのレポート

ポリシーは、コントロールのセットです。ポリシーに固有のコンプライアンスレポートを生成する機能があ

ります。ポリシーおよび規制のレポート生成は AWS に対してのみサポートされています。

カスタムレポートテンプレートの作成は簡単です。 

1）「Reports」→「Create New Template」を選択します。 
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レポート

ポリシーベースのレポート
2）レポートテンプレートにタイトルと説明（オプション）を入力します。 

3）レポートタイプで「Policy」を選択し、ドロップダウンから「Policy」を選択し、「Next」をクリックし

ます。複数のポリシーを選択できます。
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レポート

ポリシーベースのレポート
4）コンプライアンスを評価するアカウントまたはコネクタを選択します。 

5）「Summary」で、構成したレポートテンプレートの設定を確認し、「Create Template」をクリックし、 

「Run Report」をクリックします。 
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レポート

ポリシーベースのレポート
ポリシーベースのレポートの例
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レポート

ポリシーベースのレポート
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CloudView API
Swagger で API にアクセスする
CloudView API
CloudView の多くの機能は REST API から利用できます。サポートされている REST API には Swagger        
ツールを使ってアクセスできます。

Swagger で API にアクセスする

Swagger は REST API をプログラムのように記述するための仕様で広く採用されています。Swagger UI は      
API に関するすべての詳細情報のほか、これらを呼び出す方法を提供します。これには、使用する HTTP 動   
詞（GET、POST、PUT など）、URL パス、許容できるパラメータとタイプなどの情報が含まれます。

Swagger UI には以下の URL から直接アクセスできます。

http://<QualysURL>/cloudview-api/swagger-ui.html

例えば、アカウントが US プラットフォーム 2 にある場合 :

https://qualysguard.qg2.apps.qualys.com/cloudview-api/swagger-ui.html

API の例

『CloudView API ユーザガイド』で、API 使用の例および詳細を確認できます。
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CloudView API
Swagger で API にアクセスする
Qualys は、プラットフォームを複数提供しています。API リクエストに使用する Qualys URL は、使用す     

るアカウントが所属するプラットフォームにより異なります。 

Qualys プラットフォーム URL

認証手順

API を試す前に Qualys クラウドプラットフォームに対する認証が必要です。

「Authorize 」をクリックし、ユーザ名とパスワードを入力します。これで API を使うことができます。

Qualys US プラットフォーム 1 https://qualysguard.qualys.com

Qualys US プラットフォーム 2 https://qualysguard.qg2.apps.qualys.com

Qualys US プラットフォーム 3 https://qualysguard.qg3.apps.qualys.com

Qualys EU プラットフォーム 1 https://qualysguard.qualys.eu

Qualys EU プラットフォーム 2 https://qualysapi.qg2.apps.qualys.eu

Qualys India プラットフォーム 1 https://qualysguard.qg1.apps.qualys.in

Qualys Canada プラットフォーム https://qualysapi.qg1.apps.qualys.ca
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CloudView のその他の機能

ロールベースのアクセス管理
CloudView のその他の機能

CloudView には他にも、CSV 形式でのデータのダウンロード、検索クエリの保存、データフィルタの利用  

など、さらに簡単に使えるたくさんの機能があります。 

ロールベースのアクセス管理

Qualys CloudView ではロールベースのアクセス制御が使われます。ユーザにはロールに基づいて各機能へ  

のアクセスが許可されます。これらロールは細かく分けたパーミッションをまとめたものになります。

複数のパーミッションがロールとしてセット化されています。各ユーザには 1 つまたは複数のロールが割り  

当てられます。ユーザに与えられているパーミッションの集合が、機能にアクセスするためにユーザが所有

するすべての権限になります。

次の操作が可能です。

- CloudView モジュールへの UI Access をブロックする、または提供する

- CloudView モジュールにパーミッションを制限した UI Access を提供する（読み取り専用ユーザ）

- CloudView モジュールにすべてのパーミッションを付けたフル UI Access を提供する

パーミッション : Administration モジュールにアクセスできるユーザのみ、リーダロールのサブユーザを作  

成できます。

サブユーザのロールの種類

マネージャロールを持つユーザは、2 種類のサブユーザを作成できます。ロールに割り当てるパーミッショ 

ンに応じて、サブユーザは次のように分類できます。

すべての権限 : サブユーザには、他のユーザの作成と管理を除く、CloudView 内のすべての権限が付与され  

ます。

リーダ権限：リーダロールを持つサブユーザは、CloudView モジュールに表示されるデータの閲覧のみがで 

きます。 

サブユーザのアクセス権を管理する方法

サブユーザのアクセスを設定するには 2 つのオプションがあります。

- サブユーザのスコープを直接定義

サブユーザのスコープを定義する場合、各クラウドプロバイダのコネクタを直接選択し、サブユーザに関連

付けることができます。サブユーザは、サブユーザのスコープで定義されたすべてのコネクタにアクセスで

きるようになります。

「Access Management」タブでユーザを選択し、「Quick Actions」メニューから「Manage Access」を選択   

します。特定のクラウドプロバイダの「Add Accounts」リンクをクリックし、コネクタを選択し、「Save」 
をクリックします。 

同様に、複数のクラウドプロバイダから複数のコネクタを選択できます。 
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CloudView のその他の機能

ロールベースのアクセス管理
AWS では、コネクタどリージョンも選択できます。 

- グループを使用

コネクタグループを使用して、サブユーザのコネクタアクセスを設定します。

デフォルトでは、サブユーザにグループが割り当てられていない場合、サブユーザはすべてのコネクタにア

クセスできます。グループにユーザを割り当てて、グループに関連付けられたコネクタへのアクセスを許可

したり制限したりします。

「Configuration」タブを選択し、コネクタグループを作成するクラウドプロバイダ（AWS、Azure、または

GCP）を選択します。

アクセスを設定するコネクタを選択し、「Quick Actions」メニューから「Assign Group」をクリックします。

グループの名前を入力し、「Create」をクリックして「Save」をクリックします。 
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CloudView のその他の機能

ロールベースのアクセス管理
すべての権限を持つサブユーザのデフォルト動作を変更する方法

デフォルトでは、すべての権限を持つサブユーザは、すべての機能を実行し、すべてのコネクタにアクセス

できます。アクセスを 1 つのコネクタに制限したい場合は、コネクタグループを作成し、そのグループをサ  

ブユーザに割り当てます。こうすることで、サブユーザは、割り当てられたグループに関連付けられた 1 つ  
のコネクタにのみアクセスできるようになります。 

複数のコネクタへのアクセスを設定する場合は、共通グループをこれらすべてのコネクタに割り当て、必要

なユーザに関連付けます。

「GroupBy」オプションについて

1 つのクラウドプロバイダのグループ化されているコネクタのリストを表示するには、「Group by」オプショ  

ンをクリックします。 

または、検索トークンも使用できます。

group.name: <groupname>

検索結果に、グループに関連付けられたクラウドプロバイダのすべてのコネクタが一覧表示されます。

スコープとアクセス権の競合について

サブユーザのスコープによる直接定義がグループを通じて割り当てられたアクセス権と競合する場合があ

ります。このような場合、スコープが優先され、サブユーザは、ユーザのスコープを通じて定義されたコネ

クタにアクセスできます。

競合をより理解するために次の 2 つの例を見てみましょう。

ケース 1:  あるサブユーザに、2 つの AWS コネクタへのアクセス権を持つ「AWS_important」という名前      

のグループが割り当てられています。また、このサブユーザには、その他の 5 つの AWS コネクタへのアク    

セス権が直接割り当てられています。この場合、このサブユーザは、7 つすべてのコネクタにアクセスする 

ことができます。

ケース 2: あるサブユーザに、コネクタへのアクセス権をまったく持たないグループが割り当てられていま  

す。この場合、このサブユーザはどのコネクタにもアクセスできません。 

しかし、同じサブユーザにスコープ定義を通じて直接コネクタが割り当てられている場合、このサブユーザ

は直接割り当てられたコネクタにアクセスできます。 
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データリストのダウンロード
データリストのダウンロード

データリストをローカルシステムにダウンロードすると、Qualys プラットフォーム以外でもリストを簡単 

に管理できるようになるほか、他のユーザとの共有も容易になります。結果は CSV 形式でダウンロードで  

きます。

ダウンロードできるデータリストには、リソース（グループビューとリソースビュー）、コントロール、コ

ントロール評価、コネクタリストがあります。 

ダウンロードは 10,000 レコードに制限されています。 

1）検索を使って結果を絞り込みます。 

2）「Tools」メニューから「Download」を選択します。 

3）「Download」をクリックします。以上で完了です。

「Change timezones for dates included in a report」       
チェックボックスを選択し、使用するタイムゾーン

を選択して CSV レポートの日付を目的のタイム  

ゾーンに変換します。
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CloudView のその他の機能

データ範囲の選択
データ範囲の選択

新しい日付フィルタを使ってコントロールの検索結果を絞り込みます。新しい日付フィルタには、「Today」、
「Yesterday」、「Last 7 days」、「Last 30 days」、「Last 90 days」、「This Month」、「Last Month」、「Specific        
range」の 8 つのオプションがあります。選択する日付オプションに基づいて、検索結果には選択した日付  

範囲で評価したコントロールが表示されます。

「Monitor」タブに移動して検索パネルに検索クエリを入力し、さらに日付フィルタを選択して検索結果を

フィルタリングします。

保存済みの検索

検索を保存して、再利用したり他のユーザと共有したりできます。 

検索クエリを入力し、「Save this Search Query」をクリックします。 
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CloudView のその他の機能

保存済みの検索
検索にタイトルを付けます。

保存済みの検索の 1 つを使うには、「Load/Manage Saved Searches」を選択します。

不要になった保存済みの検索は削除します。
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CloudView のその他の機能

ダッシュボードのカスタマイズ
ダッシュボードのカスタマイズ

ダッシュボードではアセットを視覚化きます。検索クエリを設定したウィジェットを追加し、関心のある内

容を正確に表示できます。また、ダッシュボードとウィジェットの構成は、「Tools」メニューから JSON 形  
式のファイルにエクスポートしてインポートできるため、アカウント間や Qualys コミュニティ内で共有で  

きます。

各ダッシュボードは、関心のあるリソースデータを表示するウィジェットのコレクションです。複数のダッ

シュボードを作成し、それらを切り替えることができます。 

ウィジェットの追加やサイズ変更のほか、ウィジェットを移動してレイアウトを変更し、デフォルトのダッ

シュボードを個人用にカスタマイズできます。ダッシュボードの管理にはメニューを使います。 

操作方法 
ダッシュボードのオプションについて簡単に説明します : 

ダッシュボード全体に対する操作 : デフォルトの設定、ダッシュボードの作成、 

レイアウトの変更、削除、印刷、ダッシュボードのエクスポート、ダッシュ

ボードのインポート、ウィジェットのインポート。

単独のウィジェットに対する操作 : ウィジェットの編集、ウィジェットの削除、 

ウィジェットデータの更新、ウィジェットによるテンプレートの作成、ウィ

ジェットのエクスポート

カスタムウィジェットの追加

1）ダッシュボードの「Add Widget」ボタンをクリックして開始します。 

2）用意されているテンプレートの 1 つを選択します。「CV」パネルには 5 つのデフォルトテンプレートが    

あります。独自のウィジェットを作成するには「Custom」パネルを選択します。カスタマイズした棒グラ

フのウィジェットを Ａｚｕｒｅ リソースに作成する例を考えましょう。 
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CloudView のその他の機能

ダッシュボードのカスタマイズ
3）各ウィジェットはそれぞれ異なります。カスタム設定を定義します。クエリデータソース、クエリ、グ

ループ化のオプション、制限、レイアウト（カウント数や表、棒グラフ、円グラフなど）などの設定があります。

a - ウィジェットのタイプを選択します : Count、Table、Column、Pie

b - ドロップダウンからデータソースを選択します。例 : Azure Resources

c - ウィジェット名を入力します。

d - 定義済みトークンを使って検索クエリを入力します。

「Preview」パネルにウィジェットのプレビューが表示されます。 

4）「Add to Dashboard」をクリックし、ダッシュボードにウィジェットを表示します。「Test and Preview」    

ボタンを使って、ウィジェットのプレビューを表示できます。

また、ウィジェットの構成は、ダッシュボードの「Actions」メニューから JSON 形式のファイルでインポー  

トおよびエクスポートできるため、アカウント間や Qualys コミュニティ内で共有できます。

サイズ変更とレイアウト

ウィジェットの横のサイズを変更したり、ウィジェットをドラッ

グアンドドロップしてレイアウトを変更したりできます。表示を

更新します。 

1）ダッシュボードの「Tools」アイコンをクリックします。 

2）「Edit Dashboard Layout」を選択します。

3）ウィジェットの幅を調整したり、ウィジェットを新しい場所

にドラッグしたりします。

4）「OK」をクリックして変更内容を保存します。
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CloudView のその他の機能

ダッシュボードのカスタマイズ
表示の更新

特定のウィジェットの 新データを表示できます。ウィジェットメニューを選択し、「Refresh」を選択しま

す。 

すべてのウィジェットをまとめて 1 回で更新するには、「Tools」メニューの「Refresh Dashboard」オプショ   

ンを選択します。ダッシュボード上のすべてのウィジェットが更新されます。 

リソース、コントロールの数の設定

Live Feed ウィジェットに表示するリソースやコントロールの数も選択できます。失敗したコントロールま  

たはリソースの Top 10、Top 5、Top 3 を表示するように選択できます。
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付録 : ポリシーとコントロールのリスト
付録 : ポリシーとコントロールのリスト

CloudView はリソースを継続して検出し、リソースが用意されている追加設定のいらないベンチマークとベ 

ストプラクティスのポリシーにそれぞれ従っていることを確認します。 

「Policies」タブには現在サポートしているポリシーが表示されます。

AWS
AWS ベストプラクティスポリシー

CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark

AWS Lambda ベストプラクティスポリシー

Azure
CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark

Azure ベストプラクティスポリシー

GCP
CIS Google Cloud Platform 基本ベンチマーク
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付録 : ポリシーとコントロールのリスト

AWS ポリシー
AWS ポリシー

AWS のポリシーとそれに関連付けられているコントロールをすべて表示します。

AWS ベストプラクティスポリシー

次の AWS リソース用コントロールをサポートしています。

S3 コントロール

RDS コントロール

アカウント

S3 コントロール

CID 45: S3 バケットのアクセスコントロールリストで全員、または認証済みユーザにアクセスを付与する

CID 46: S3 バケットポリシーで S3 バケットへの匿名（パブリック）アクセスを必ず許可しないようにする

CID 47: S3 バケットに対してアクセスログを必ず有効にする

CID 48: S3 バケットに対してバージョン管理を必ず有効にする

CID 57: バケットポリシーで伝送中には必ず暗号化されるようにする。

CID 59: バケットの「Block new public bucket policies」を必ず「true」に設定する

CID 60: バケットにバケット用のパブリックポリシーがある場合に「Block public and cross-account access」      
を必ず「true」に設定する

CID 61: バケットの「Block new public ACLs and uploading public objects」を必ず「true」に設定する

CID 62: バケットの「Remove public access granted through public ACLs」を必ず「true」に設定する

CID 63: AWS アカウントの「Block new public bucket policies」を必ず「true」に設定する

CID 64: AWS アカウントの「Block public and cross-account access to buckets that have public policies」を             
必ず「true」に設定する

CID 65: アカウントの「Block new public ACLs and uploading public objects」を必ず「true」に設定する

CID 66: アカウントの「Remove public access granted through public ACLs」を必ず「true」に設定する

CID 67: S3 バケットの Server Side Encryption（SSE）を必ず有効にする

RDS コントロール

CID 51: データベースインスタンスに対して Public Accessibility を必ず「No」に設定する

CID 52: DB スナップショットが必ず公開されないようにする

CID 53: データベースインスタンスに対して必ず暗号化を有効にする

CID 54: データベースインスタンスのスナップショットを必ず暗号化する

CID 55: データベースインスタンスに対して自動マイナーバージョンアップグレードを必ず有効にする

CID 56: データベースインスタンスが標準 / デフォルトポートで必ずリスニングしないようにする

CID 69: RDS データベースインスタンスの自動バックアップを必ず有効にする
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AWS ポリシー
CID 70: RDS DB クラスタの削除保護を必ず有効にする

CID 71: RDS データベースインスタンスの削除保護を必ず有効にする

CID 72: DB クラスタの IAM データベース認証を必ず有効にする

CID 73: DB インスタンスの IAM データベース認証を必ず有効にする

CID 74: DB クラスタの AWS RDS ログエクスポートを必ず有効にする

CID 75: DB インスタンスの AWS RDS ログエクスポートを必ず有効にする

CID 76: RDS データベースマスターのユーザ名を既知 / デフォルトに設定しないようにする

CID 77: RDS データベースインスタンスに接続されている VPC セキュリティグループで、「ANY」のソー     

ス IP からのインバウンドトラフィックが許可されないようにする

CID 78: RDS DB インスタンスがパブリックサブネットに存在しないようにする

CID 79: RDS DB クラスタがパブリックサブネットに存在しないようにする

CID 80: DB インスタンスのインスタンスレベルイベントのイベントサブスクリプションを必ず有効にする

CID 81: RDS Microsoft SQL インスタンスで必ず暗号化接続のみが使用されるようにする

CID 82: RDS PostgreSQL インスタンスで必ず暗号化接続のみが使用されるようにする

CID 83: RDS PostgreSQL クラスタで必ず暗号化接続のみが使用されるようにする

CID 84: RDS DB クラスタの暗号化を必ず有効にする

CID 85: RDS DB クラスタのスナップショットを必ず暗号化する

CID 86: RDS DB クラスタの暗号化キーの保護に必ず CMK を使用する

CID 87: RDS DB インスタンスの暗号化キーの保護に必ず CMK を使用する

CID 88: DB インスタンスレプリケーションを必ず別の「Zone for High Availability」に設定する

CID 89: DB クラスタレプリケーションを必ず別の「Zone for High Availability」に設定する

CID 90: RDS データベースクラスタのスナップショットをパブリックに設定しないようにする

CID 91: RDS データベースインスタンスのモニタリング強化を必ず有効にする

CID 92: 「AWS RDS DB Cluster with copy tags to snapshots」オプションを必ず有効にする

CID 93: 「AWS RDS instances with copy tags to snapshots」オプションを必ず有効にする

CID 94: DB クラスタの「Event Subscriptions for cluster Level Events」を必ず有効にする

CID 95: MYSQL DB インスタンスのバックアップバイナリログの構成を有効にしないようにする

CID 96: MSSQL DB インスタンスのバックアップ構成を必ず有効にする

IAM
CID 58: 外部キーマテリアルを含む CMK に必ずキーの有効期限を設定する

CID 68:  AWS IAM に格納されている期限切れのすべての SSL/TLS 証明書を必ず削除する。このコント        

ロールには評価するための現在の日付が必要です。現在のフレームワークではサポートされません。
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AWS ポリシー
CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark
次の AWS リソース用コントロールをサポートしています。

Identity and Access Management（IAM）コントロール

CloudTrail コントロール

VPC コントロール

Config コントロール

Identity and Access Management（IAM）コントロール

CID 1: コンソールパスワードを持つすべての IAM ユーザに対して多要素認証（MFA）を必ず有効にする

CID 2: 90 日間以上使われていないコンソールの資格情報を必ず無効にする

CID 3: 90 日間以上使われていないアクセスキーを必ず無効にする

CID 4: アクセスキー 1 のローテーション期間を必ず 90 日未満とする

CID 5: アクセスキー 2 のローテーション期間を必ず 90 日未満とする

CID 6: IAM パスワードポリシーを必ず有効にする

CID 7: IAM パスワードポリシーで必ず 1 文字以上の大文字を必要とする

CID 8: IAM パスワードポリシーで必ず 1 文字以上の小文字を必要とする

CID 9: IAM パスワードポリシーで必ず 1 文字以上の記号を必要とする

CID 10: IAM パスワードポリシーで必ず 1 文字以上の数字を必要とする

CID 11: IAM パスワードポリシーで必ず 14 文字以上を必要とする

CID 12: IAM パスワードポリシーでパスワードの再利用を必ず禁止する

CID 13: IAM パスワードポリシーでパスワードの有効期限を必ず 90 日以下にする

CID 14: Root アカウントアクセスキーが必ず存在しないようにする

CID 15: MFA を root アカウントに対して必ず有効にする

CID 16: ハードウェア MFA を root アカウントに対して必ず有効にする

CID 17: IAM ポリシーを必ずグループまたはロールにのみ関連付ける

CID 18: root アカウントの使用を避ける

CID 26: 顧客が作成した CMK のローテーションを必ず有効にする

CID 49: AWS サポートでインシデントを管理するために support ロールを必ず作成する

CID 50: すべての管理者権限を許可する IAM ポリシーを作成しない
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AWS ポリシー
CloudTrail コントロール

CID 19: CloudTrail をすべてのリージョンで必ず有効にする

CID 20: CloudTrail ログファイルの検証を必ず有効にする

CID 21: S3 バケットの CloudTrail ログをアクセスできるように公開しない

CID 22: CloudTrail ログと CloudWatch ログを必ず統合する

CID 24: S3 バケットのアクセスログを CloudTrail S3 バケットで必ず有効にする

CID 25: CloudTrail ログは必ず KMS CMK を使って暗号化して保管する

CID 27: 許可されていない API コール用のログメトリクスフィルタとアラームが必ずある

CID 28: MFA を使わない管理コンソールへのサインイン用のログメトリクスフィルタとアラームが必ずある

CID 29: 「Root」アカウントの使用に関するログメトリクスフィルタとアラームが必ずある

CID 30: IAM ポリシーの変更用のログメトリクスフィルタとアラームが必ずある

CID 31: CloudTrail の構成変更用のログメトリクスフィルタとアラームが必ずある

CID 32: AWS 管理コンソール認証失敗用のログメトリクスフィルタとアラームが必ずある

CID 33: 顧客が作成した CMK の無効化またはスケジュール済み削除用のログメトリクスフィルタとア    

ラームが必ずある

CID 34: S3 バケットポリシーの変更用のログメトリクスフィルタとアラームが必ずある

CID 35: AWS Config の構成変更用のログメトリクスフィルタとアラームが必ずある

CID 36: セキュリティグループの変更用のログメトリクスフィルタとアラームが必ずある

CID 37: ネットワークアクセス制御リスト（NACL）の変更用のログメトリクスフィルタとアラームが必ず  

ある

CID 38: ネットワークゲートウェイの変更用のログメトリクスフィルタとアラームが必ずある

CID 39: ルートテーブルの変更用のログメトリクスフィルタとアラームが必ずある

CID 40: VPC の変更用のログメトリクスフィルタとアラームが必ずある

VPC コントロール

CID 41: 0.0.0.0/0 からポート 22 への入力を許可するセキュリティグループが必ずないこと

CID 42: 0.0.0.0/0 からポート 3389 への入力を許可するセキュリティグループが必ずないこと

CID 43: VPC フローログをすべての VPC で必ず有効にする

CID 44: すべての VPC の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必ず制限する

Config コントロール

CID 23: AWS Config をすべてのリージョンで必ず有効にする
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AWS ポリシー
AWS Lambda ベストプラクティスポリシー

Lambda リソース専用の AWS Lambda Best Practices Policy がサポートされています。事前定義済みのシ       

ステムポリシーとして、次の 11 つのシステム定義コントロールが読み込まれています。

CID 97: Lambda 関数で必ずトレースを有効にする

CID 98: 複数の Lambda 関数に IAM ロールを使用しないようにする

CID 99: Lambda 関数に複数のトリガを構成しないようにする

CID 100: Lambda Runtime バージョンを必ず 新にし、カスタムにしない

CID 101: Lambda 関数に管理者権限を付与しないようにする

CID 102: Lambda 関数にクロスカウントアクセス権を付与しないようにする

CID 103: 保存されている Lambda 環境変数を必ず CMK で暗号化する

CID 104: 伝送時に暗号化する場合は、必ず AWS 暗号化ヘルパーを使用して Lambda 環境変数を暗号化する

CID 105: Lambda 関数を公開しないようにする（Lambda 関数が匿名の呼び出しを許可しないようにする）

CID 106: Lambda 関数の VPC アクセスをデフォルト（Null）に設定しないようにする

CID 107: AWS Lambda の超過パーミッションを必ず削除する

注記 : このコントロールは GovCloud リージョンには適用されません。
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Azure ポリシー
Azure ポリシー

Azure のポリシーとそれに関連付けられているコントロールをすべて表示します。

CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark
次の Azure リソース用コントロールをサポートしています。

Security Centre コントロール

ストレージアカウントコントロール

SQL Server コントロール

ロギングと監視コントロール

ネットワーキングコントロール

バーチャルマシンコントロール

アプリサービス

Key Vault

Kubernetes

Azure Active Directory

その他のセキュリティの考慮事項に関するコントロール

Security Centre コントロール

CID 50015: 標準の料金レベルが必ず選択される

CID 50004: 「Automatic provisioning of monitoring agent」を必ず「On」に設定する

CID 50005: システムの更新の監視を設定する ASC Dafault ポリシーが無効ではない

CID 50006: OS の脆弱性の監視を設定する ASC Dafault ポリシーが無効ではない

CID 50007: エンドポイントの保護の監視を設定する ASC Dafault ポリシーが無効ではない

CID 50008: ディスク暗号化の監視を設定する ASC Dafault ポリシーが無効ではない

CID 50009: ネットワークセキュリティグループの監視を設定する ASC Dafault ポリシーが無効ではない

CID 50010: Web アプリケーションファイアウォールの監視を設定する ASC Dafault ポリシーが無効では      

ない

CID 50016: Enable Next Generation Firewal（NGFW）の監視を設定する ASC Dafault ポリシーが無効では        

ない

CID 50017: 脆弱性の評価の監視を設定する ASC Dafault ポリシーが無効ではない

CID 50018: ストレージ BLOB の暗号化の監視を設定する ASC Dafault ポリシーが無効ではない

CID 50019: JIT ネットワークアクセスの監視を設定する ASC Dafault ポリシーが無効ではない

CID 50003: アプリケーションホワイトリストの監視を設定する ASC Dafault ポリシーが無効ではない

CID 50014: SQL 監査の監視を設定する ASC Dafault ポリシーが無効ではない
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Azure ポリシー
CID 50025: SQL 暗号化の監視を設定する ASC Dafault ポリシーが無効ではない

CID 50020: 「Security contact emails」を必ず設定する

CID 50021: セキュリティ連絡先の「Phone number」を必ず設定する

CID 50022: 「Send me emails about alerts」を必ず「On」に設定する

CID 50023: 「Send email also to subscription owners」を必ず「On」に設定する

CID 50079: PaaS SQL サーバの標準の料金レベルを必ず有効にする

CID 50080: アプリサービスの標準の料金レベルを必ず有効にする

CID 50081: ストレージアカウントの標準の料金レベルを必ず有効にする

ストレージアカウントコントロール

CID 50011: ストレージアカウントに必要な安全な転送が必ず有効に設定されている

CID 50012: BLOB コンテナの「Public access level」がプライベートに必ず設定されている

CID 500523: ストレージアカウントのデフォルトのネットワークアクセスルールを必ず拒否に設定する

CID 500533: ストレージアカウントアクセスで「Trusted Microsoft Services」を必ず有効にする

SQL Server コントロール

CID 50013: 「Auditing」が「On」に必ず設定されている

CID 50013: SQL サーバの「auditing」ポリシーにある「AuditActionGroups」が必ず正しく設定されている

（これは CIS ベンチマークの次のリリースに含まれます）

CID 50028: 「Threat Detection」が必ず「On」に設定されている

CID 50028: 「Threat Detection types」が必ず「All」に設定されている

CID 50028: 「Send alerts to」が必ず設定されている

CID 50028: 「Email service and co-administrators」が必ず「Enabled」である

CID 50013: 「Auditing」の保有期間が必ず「greater than 90 days」である

CID 50028: 「Threat Detection」の保有期間が必ず「greater than 90 days」である

CID 50035: Azure Active Directory Admin が SQL Server に必ず設定されている

CID 50027: SQL サーバの TDE 保護機能が必ず BYOK で暗号化されている（自身のキーを使用）

CID 50039: MySQL データベースサーバの「Enforce SSL connection」を必ず「ENABLED」に設定する

CID 50040: PostgreSQL データベースサーバの「Enforce SSL connection」を必ず「ENABLED」に設定する

CID 50041: Post-greSQL データベースサーバのサーバパラメータ「log_checkpoints」を必ず「ON」に設   

定する

CID 50042: Post-greSQL データベースサーバのサーバパラメータ「log_connections」を必ず「ON」に設   

定する
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Azure ポリシー
CID 50043: Post-greSQL データベースサーバのサーバパラメータ「log_disconnections」を必ず「ON」に   

設定する

CID 50044: PostgreSQL データベースサーバのサーバパラメータ「log_duration」を必ず「ON」に設定する

CID 50045: PostgreSQL データベースサーバのサーバパラメータ「log_retention_days」を必ず 3 日より多     

く設定する

CID 50074: PostgreSQL データベースサーバのサーバパラメータ「connection_throttling」を必ず「ON」に   

設定する

ロギングと監視コントロール

CID 50024:  ログプロファイルが必ずあること

CID 50024:  アクティビティログの保有期間を必ず 365 日以上に設定する

CID 50024: 監査プロファイルですべてのアクティビティを必ずキャプチャする

CID 50063: ポリシー割り当ての作成にアクティビティログアラートを必ず存在させる

CID 50064: ネットワークセキュリティグループの作成または更新にアクティビティログアラートを必ず存  

在させる

CID 5006CID 5: ネットワークセキュリティグループの削除にアクティビティログアラートを必ず存在させる

CID 50066: ネットワークセキュリティグループルールの作成または更新にアクティビティログアラートを  

必ず存在させる

CID 50067: ネットワークセキュリティグループルールの削除にアクティビティログアラートを必ず存在さ  

せる

CID 50068: セキュリティソリューションの作成または更新にアクティビティログアラートを必ず存在させる

CID 50069: セキュリティソリューションの削除にアクティビティログアラートを必ず存在させる

CID 50070: SQL サーバファイアウォールルールの作成または更新にアクティビティログアラートを必ず存   

在させる

CID 50071: セキュリティポリシーの更新にアクティビティログアラートを必ず存在させる

CID 50056: アクティビティログを格納するコンテナを含むストレージアカウントを必ず BYOK で暗号化    

する

CID 50076: アクティビティログを格納するストレージコンテナにパブリックにアクセスできないようにする

ネットワーキングコントロール

CID 50029: インターネットからネットワークセキュリティグループへの RDP アクセスを無効にする（すべ    

ての IP）

CID 50031: インターネットからネットワークセキュリティグループへの SSH アクセスを無効にする（すべ    

ての IP）

CID 50002: インターネットからの SQL サーバアクセスを制限する

CID 50055: ネットワークセキュリティグループフローログの保有期間を必ず 90 日以上にする

CID 50062: サブスクリプションのネットワーク監視を必ず有効にする
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Azure ポリシー
バーチャルマシンコントロール

CID 50032: すべての vm ディスクを必ず暗号化する

CID 50033: 添付するすべての vm データディスクを必ず暗号化する

アプリサービス

CID 50047: Azure アプリサービスで必ずアプリサービス認証を設定する

CID 50048: Azure アプリサービスの Web アプリで必ずすべての HTTP トラフィックが HTTPS にリダイ         

レクトされる

CID 50049: Web アプリの「Client Certificates（Incoming client certificates）」を必ず「On」に設定する

CID 50050: アプリサービスで「Azure Active Directory」への登録を必ず有効にする

CID 50051: Web アプリで必ず 新バージョンの TLS 暗号化バージョンを使用する

CID 50061: Web アプリの実行で使用する場合に、「HTTP Version」を必ず 新にする

Key Vault
CID 50054: Azure KeyVault のログ記録を必ず「Enabled」にする

CID 50075: Azure KeyVault の診断設定を必ず「ON」に設定する

Kubernetes
CID 50046: Azure Kubernetes Service 内の RBAC を有効にする

注記 : このコントロールは GovCloud には適用されません。

Azure Active Directory
CID 50072: ゲストユーザが存在しないようにする

注記 : このコントロールは GovCloud には適用されません。

CID 50073: カスタムサブスクリプション所有者ロールが作成されないようにする

その他のセキュリティの考慮事項に関するコントロール

CID 50030: すべてのシークレットに有効期限を必ず設定する

CID 50026: keyvault を必ず回復可能にする

（これは CIS ベンチマークの次のリリースに含まれます）

Azure ベストプラクティスポリシー

Azure ベストプラクティスポリシーという新しいポリシーが採用されました。現時点で、このポリシーは次 

の 5 つの新しいコントロールを評価します。

CID 50038: ディスクスナップショットを必ず暗号化する

CID 50077: 設定で Microsoft Cloud App Security（MCAS）の脅威検出を必ず選択する

CID 50078: 設定で Windows Defender ATP（WDATP）の脅威検出を必ず選択する

CID 50083: ADS で必ず脆弱性評価を有効にし、正しく構成する
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GCP ポリシー
CID 50082: ASC デフォルトポリシー設定のいずれも「Disabled」に設定しないようにする

GCP ポリシー

GCP のポリシーとそれに関連付けられているコントロールをすべて表示します。

CIS Google Cloud Platform 基本ベンチマーク

次の Google Cloud Platform（GCP）リソースのコントロールがサポートされています。

IAM および Admin
52001: 各サービスアカウントに GCP 管理のサービスアカウントキーのみが使用される

ストレージ

52010: すべてのバケットでオフジェクトバージョニングを必ず有効にする（注記 : このコントロールは次の  

CIS リリースの一部です）

52030: クラウドストレージバケットに匿名でアクセスしたりパブリックにアクセスしたりできないように 

する

52031: クラウドストレージバケットのログを必ず有効にする

仮想ネットワーク

52023: VCP ネットワーク内のすべてのサブネットワークで Private Google Access を必ず有効にする

52024: VCP ネットワーク内の各サブネットで VPC フローログを必ず有効にする

SQL
52032: Cloud SQL データベースインスタンスで、すべての受信接続に SSL の使用を要求する

Kubernetes Engine
52039: Kubernetes Web UI/ ダッシュボードを必ず無効にする

52040: Kubernetes クラスタの「Automatic node repair」を必ず有効にする

52041: Kubernetes Engine クラスタノードで自動ノードアップグレードを必ず有効にする

52043: Kubernetes Engine クラスタでネットワークポリシーを必ず有効にする

52045: 必ずエイリアス IP 範囲を有効にして Kubernetes クラスタを作成する

52046: Kubernetes Engine クラスタで PodSecurityPolicy コントローラを必ず有効にする

52047: 必ずプライベートクラスタを有効にして Kubernetes クラスタを作成する

52049: Kubernetes クラスタのプロジェクトアクセスにデフォルトのサービスアカウントを使用しないよう  

にする
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