
Fortify on Demand
Fortify on Demandは、サービス型のアプリケーションセキュリティプラット�
フォームです。ソフトウェアセキュリティ保証プログラムを簡単に作成、改良、�
拡張するためのセキュリティテスト、脆弱性管理、専門知識、サポートを提供します。

包括的なサービス型の AppSec 
Fortify On Demand を使えば、アプリケーションセキュリティプログラムに集中できます。アプリケーション セキュ
リティ評価のスケジュール設定と、ダッシュボードやレポートによる結果の確認に使用される、インタラクティブな
Web ベースの管理ポータルです。また、クラウドベースのマネージドサービスであるため、インフラストラクチャの
維持管理は不要です。つまり、セキュリティテスト、脆弱性管理、カスタマイズされた専門知識、およびサポートな
どのあらゆる利点を、インフラストラクチャやリソースの追加なしで利用できます。 

• Fortify は、SAST、SCA、DAST、IAST、MAST をサービス型で提供する唯一の AppSec プロバイダー
• SAST、DAST、SCA、およびモバイル評価のための統合ソリューション 

•  評価ユニットの購入による柔軟な使用モデル
•  充実したサポート / オンデマンドのエキスパートが、結果の監査 / トリアージをサポート 

•  専任のテクニカルアカウントマネージャーが AppSec プロセスを支援
•  ソフトウェアセキュリティ調査チーム発行のルールパックを含む、常に最新かつ最高のものを提供
• FedRamp 認定を受けた唯一の AppSec SaaS

DevSecOps向けの設計
現在のソフトウェアデリバリーは、DevSecOps そのものです。早期導入者から多くのユーザーに普及が広がることで、
単なる統合と自動化を超えた進化が進んでいます。Fortify on Demand は、AppSec を「Everything-as-code」の時代
に対応させて、品質を犠牲にすることなく、AppSec を摩擦を生じる要素からメリットに転換できるよう支援します。 

•  広範囲なエコシステムの統合と拡張性を提供
•  次世代アーキテクチャのための包括的なシフトレフトセキュリティ
•  正確で信頼性が高く、再現性のある結果
•  リアルタイムで、一元管理されたエンタープライズクラスのレポートとダッシュボード

エンタープライズグレードの AppSec 
現在のアプリケーションセキュリティがどんな状況であっても、Forify On Demand には、AppSec プログラムの成熟
度向上、プログラム目標の達成、アプリケーションセキュリティを組織の基盤に統合するための幅広い機能があり、 
1 つのアプリケーションから数百、数千のアプリケーションに拡張できます。
• AppSec チームと開発者のコラボレーションを促進し、確実な導入を実現
•  職務分掌や共同監査の実現、完全な監査証跡の提供
• 1 日に 1 回～数千回のスキャンをサポート
•  現在の企業の取り組みをサポート
• AppSec の成功に向けて組織を強化
• API を通じたヘッドレス AppSec プログラムの実現

データシート

https://preview-pnx.software.microfocus.com/ja-jp/what-is/sast
https://preview-pnx.software.microfocus.com/ja-jp/what-is/open-source-security
https://preview-pnx.software.microfocus.com/ja-jp/what-is/dast
https://www.microfocus.com/ja-jp/fortify-certifications-page
https://www.microfocus.com/ja-jp/cyberres/application-security/ecosystem
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AppSecイニシアチブを加速
Fortify on Demand を使えば、アプリケーションセキュリティイニシアチブを 1 日で立ち上げ、ソフトウェアセキュリ
ティ保証プログラムを拡張し、セキュリティテスト、脆弱性管理、カスタマイズされた専門知識、およびサポートといっ
たすべての利点を、インフラストラクチャやリソースの追加なしで利用できます。AppSec チームと開発者のコラボ
レーションを促進し、確実な導入を実現します。
•  すぐに開始でき、迅速に拡張が可能 ( 導入の障壁が低い )

•  簡単な操作と運用
•  セキュリティに関する専門知識 (24 時間 365 日のテストとサポート ) の利用
• AppSec プログラムの成熟度を高めつつ、コアビジネスに集中

主な特長 

静的なアプリケーションセキュリティ評価 

静的評価は、開発者がソース、バイナリ、バイトコードの脆弱性を特定して排除し、より安全なソフトウェアを構築
するために役立ちます。Fortify Static Code Analyzer (SCA) を使用した静的評価では 1166 以上のカテゴリ、29 のプロ
グラミング言語、100 万超の API にわたって脆弱性を検出できます。Fortify on Demand の静的評価には、当社のセキュ
リティエキスパートによるレビューと革新的な Fortify Scan Analytics 機械学習プラットフォームが含まれます。誤検
出を排除し、全体的な品質が確保されるため、開発チームはソフトウェアライフサイクルの初期段階で修正作業を効
率的に実施できます。Fortify on Demand は、すぐに使用できる IDE プラグイン、継続的インテグレーション / 継続的
デリバリー (CI/CD)、およびバグ管理システムにより、お客様の既存のアジャイルプロセスや DevOps プロセスとシー
ムレスに連携できます。

特長
• 29 以上の言語をサポート：ABAP/BSP、ActionScript、Apex、ASP.NET、C# (.NET)、C/C++、Classic ASP (VBScript)、

COBOL、ColdFusion CFML、GoLang、HTML、Java (Android を含む )、JavaScript/AJAX/Node.js、JSP、Kotlin、MXML (Flex)、
Objective C/C++、PHP、PL/SQL、Python、Ruby、Scala、Swift、T-SQL、VB.NET、VBScript、Visual Basic、XML

•  最新のアプリケーション開発に適したマイクロサービスライセンスモデル
• Security Assistant によるリアルタイムの脆弱性特定
• DevOps の自動化により、ほとんどのアプリケーションで 1 時間以内にアクション可能な結果を提供

オープンソースソフトウェアコンポジション解析 

多くのアプリケーションのコードベースでは、サードパーティ製コンポーネントが大部分を占めています。このため、
ソフトウェアコンポジション解析はアプリケーションセキュリティの「必須」の機能です。自然言語処理を使用して、
オープンソースプロジェクト、アドバイザリ Web サイト、Google 検索アラート、OSS インデックス、多数の脆弱性
サイトへの すべての GitHub のコミットを動的に監視します。Fortify on Demand のソフトウェアコンポジション解析
は、脆弱性情報データベース (NVD) と申告された依存性を単純に比較するだけではありません。セキュリティ研究者
の専任チームにより定期的に新しい脆弱性が発見され、専有のデータベースに追加されます。Fortify on Demand によ
り、IDE でも CI/CD パイプラインでも、静的分析とソフトウェアコンポジション解析が 1 か所に統合されるため、導
入およびスキャンのプロセスが簡素化します。セキュリティのプロフェッショナルにも開発者にも、完全に統合され
たエクスペリエンスとして、セキュリティ脆弱性とライセンスの詳細に関する総合的な部品表 (BOM) が提供されます。

1. サブスクリプションのみ
2. セキュリティエキスパートによるレビューは初回のサブスクリプションスキャンのみのオプション
3. 追加の Sonatype サブスクリプションが必要

静的 静的 +
アプリケーションタイプ Web、モバイル、またはシッククライアント Web、モバイル、またはシッククライアント
Fortify SCA 分析 〇 〇
Fortify Scan Analytics 自動監査 〇 〇
Security Assistant 〇 1 〇 1

セキュリティエキスパートによる手動レビュー 2 〇
オープンソース分析 〇 3 〇 3

https://www.microfocus.com/ja-jp/products/application-security-testing/free-trial
https://www.microfocus.com/ja-jp/cyberres/application-security/static-code-analyzer


3

Fortify on Demand

特長
•  静的評価とソフトウェアコンポジション解析の両方に 1 回でコードを提供
• Java、.NET ( テクノロジー )、JavaScript、PHP、Ruby、Go、Python をサポート
•  統合された結果に基づいて、修正、レポート、分析に 1 つのプラットフォームを提供
•  ファイル名とパッケージマニフェストだけではなく、6500 万のコンポーネントの 

フィンガープリントを高い精度で検証
• NVD データベース単独の場合と比べて脆弱性の検出が 70% 増加

動的なWebアプリケーションセキュリティ評価 

動的評価では、自動と手動両方の手法を使用して実際のハッキングおよび攻撃の手法を再現し、複雑な Web アプリケー
ションとサービスの包括的な分析を提供します。自動ダイナミックスキャンを実行する Fortify WebInspect を特長と
する Fortify On Demand はフルサービスのエクスペリエンスを提供します。認証用マクロ生成を含む動的スキャン、
専門家診断結果レビューによる誤検出除去、全体的な品質を提供します。これは、他のプロバイダーでは得られない
レベルのサービスです。手動テストは、認証、アクセス制御、入力検証、セッション管理、ビジネスロジックテスト
を含む、熟練したハッカーが悪用する脆弱性のタイプに重点を置いています。

アプリケーションのデプロイ後は、継続的なアプリケーションモニタリングにより、OWASP Top 10 の最も重大な 
脆弱性とリスクプロファイルの変更検出について、本番環境でも安全な脆弱性スキャンを提供します。

特長
• QA、ステージングまたは本番の Web アプリケーションについて 250 を超える脆弱性カテゴリを特定
• IAST ランタイムエージェントによる、カバレッジ、精度、および修復のための詳細情報
•  本番アプリケーションの継続的アプリケーションモニタリングを含む
•  顧客向けおよび社内向けの Web サイトおよび API を評価
•  すべての主要な Web アプリケーションファイアウォール (WAF) 向けに仮想パッチを生成

動的 APIセキュリティ評価 

Micro Focus は、次のアクティビティで構成される単一の動的 API 評価を実行します。 

•  評価対象の API エンドポイントを記述した API URL およびお客様から提供された OpenAPI JSON 仕様書または
Postman コレクションの検証 

•  顧客提供の OpenAPI JSON 仕様または Postman コレクションを使用して、指定された API エンドポイントの
WebInspect 評価を自動的に行います

4. API のみ対象のシングルスキャン
5. サブスクリプションのみ。脆弱性およびリスクプロファイルスキャンを含む。ディスカバリは別売

動的 動的 +
アプリケーションタイプ Web サイト Web サイトまたは API4

Fortify WebInspect 分析 〇 〇
URL 検証と認証 〇 〇
セキュリティエキスパートによる手動レビュー 〇 〇
インタラクティブアプリケーションセキュリテ 
ィテスト (IAST)

〇 〇

継続的アプリケーションモニタリング 〇 5 〇 5

手動脆弱性テスト 〇
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モバイルアプリケーションセキュリティ評価
Fortify on Demand は、モバイルエコシステムの 3 層すべて ( クライアントデバイス、ネットワーク、API) で、実際の
モバイルアプリケーションセキュリティテストを使用して、包括的なエンドツーエンドのモバイルセキュリティを提
供します。Web アプリケーションの動的テストと同様に、モバイル評価では、社内開発、外部委託、購入したものを
問わず、コンパイルされたアプリケーションバイナリを使用して、ハッカーがモバイルアプリケーションの脆弱性を
悪用する際と同じ手法を使用します。Fortify on Demand のモバイル評価は、単なるレピュテーション分析や行動分析だ
けでなく、モバイルアプリケーションのセキュリティに真剣に取り組む企業に真のセキュリティテストを提供します。 

特長
• iOS および Android モバイルアプリケーションをサポート
•  モバイルバイナリからバックエンドサービスまで、300 を超える脆弱性カテゴリを特定
•  行動分析とレピュテーション分析に加えて、セキュリティの脆弱性特定を重視
•  ほとんどのアプリケーションで 5 分以内の自動モバイルバイナリ評価
•  物理的なデバイスを用いた手動テスト

評価ユニット
Fortify on Demand の静的、動的、モバイルアプリケーションセキュリティテストサービスは、評価ユニット ( アセス
メントユニット ) を購入して引き換えることで利用できます。Fortify on Demand 評価ユニットは、1 回の評価または
アプリケーションサブスクリプションと引き換えることができる前払いのクレジットで、年間を通じて柔軟に配分す
ることができます。評価ユニットの有効期間は 12 か月間で、個別に引き換えることができます。1 回の評価またはサ
ブスクリプションの各リクエストについて、1 つの評価タイプ ( 動的、静的またはモバイル ) と 1 つの評価サービスレ
ベルの組み合わせを選択します。アプリケーションサブスクリプションでは、12 か月間、1 つのアプリケーションに
ついて回数の制限なく評価することができます。すべての評価には、評価から 1 か月以内の 1 回の改善検証スキャン
が含まれます。

セキュアな開発のためのトレーニング
ソフトウェア開発ライフサイクルに関わるすべての人を対象としたセキュアな開発トレーニングは、あらゆるアプリ
ケーションセキュリティプログラムの基礎となります。ほとんどの組織は、セキュアな開発のためのトレーニングが、
アプリケーションのセキュリティリスクを低減するために重要なセキュリティ対策であることを認識しています。 
しかし、多くの場合、トレーニングはアドホックでしか提供されていません。

評価タイプ 1 回の評価 サブスクリプション
静的評価 1 評価ユニット 4 評価ユニット
静的 + 評価 2 評価ユニット 6 評価ユニット
動的 Web サイト評価 2 評価ユニット 6 評価ユニット
動的 + Web サイト評価 6 評価ユニット 18 評価ユニット
動的 API 評価 2 評価ユニット 6 評価ユニット
動的 + API 評価 6 評価ユニット 18 評価ユニット
モバイル評価 1 評価ユニット 4 評価ユニット
モバイル + 評価 6 評価ユニット 18 評価ユニット

表 4. Fortify on Demand アセスメントユニットの引き換え

モバイル モバイル +
アプリケーションタイプ モバイルバイナリ モバイルバイナリとバックエンドサービス
脆弱性分析 ( モバイルバイナリ ) 〇 〇
エンドポイントレピュテーション分析 〇 〇
セキュリティエキスパートによる手動レビュー 〇 〇
Fortify WebInspect 分析 ( バックエンドサービス ) 〇
手動脆弱性テスト 〇



お客様が Fortify on Demandを選ぶ主な理由
• �包括的なサービス型の AppSec

•  DevSecOps向けの設計
• �エンタープライズグレードの AppSec

•  AppSecイニシアチブを加速
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Forify On Demand は、100 時間を超えるアプリケーションセキュリティトレーニング資料を提供します。13 のロール
ベースのカリキュラムで構成され、Fortify On Demand プラットフォーム上で管理されます。

特長
•  アプリケーション開発プロセスへの参加を許可する前に、すべての開発担当者にトレーニングを義務化
•  個人の必要性に応じて適切なトレーニングを提供します。たとえば、一般の Java 開発者はセキュアな Java コード

の開発方法についてトレーニングを受ける必要があり、e コマースアプリケーションを担当する Java 開発者には
より高度なトレーニングが必要です。

•  トレーニングをオンデマンドで提供することにより、スケジューリングを容易にして開発者の生産性への影響を 
最小化

•  該当する場合にはサードパーティを含め、開発に関わる全員にスケーラブルなソリューションを提供
•  最新のコンテンツを提供し、新しい脅威や新技術についての理解と対応を確立

サポート
Fortify on Demand はセルフサービスのプラットフォームとして設計されており、コンテキストに沿ったヘルプ、 
ビデオチュートリアル、チャットサポートが含まれます。また、専門のサポートチームを通じてヘルプデスクのチケッ
トを 24 時間 365 日いつでも発行することができます。大規模なお客様向けには、サービスの導入を促進し、お客様
の成功を確約するためのテクニカルアカウントマネージャー (TAM) が含まれます。TAM はお客様の主要な連絡先とな
り、最初の開発チームの立ち上げを積極的にサポートし、サポート問題を管理するとともに、定期的にサービスレ
ビューを実施します。 

追加のオンサイトまたはリモートのサポートサービスは、追加料金でご利用いただけます。

Fortify on Demand は 8 マルチテナント環境で、お客様はそれぞれ独自のテナントを利用します。このテナントでは、
他のすべてのテナントからアプリケーションテストデータが分離されます。お客様は Fortify on Demand にアクセス
するためには、インターネットに接続できる必要があります。 

Fortifyについて
Fortify は、静的および動的アプリケーションセキュリティテストのための包括的な技術に加え、ランタイムアプリケー
ションのモニタリング / 保護機能を備えており、いずれも業界先進のセキュリティ調査に裏打ちされています。当ソ
リューションは社内にデプロイすることもサービスとしてデプロイすることもできるため、拡張性に優れた機敏なソ
フトウェアセキュリティ保証プログラムを構築できます。 

詳細情報はこちら：
www.microfocus.com/ja-jp/cyberres/application-security/fortify-on-demand

お問い合わせ先：CyberRes.com

この記事はいかがでしたか？ 
シェアはこちら

マイクロフォーカスエンタープライズ株式会社
jp-info-enterprise@microfocus.com
www.microfocus-enterprise.co.jp

https://www.microfocus.com/ja-jp/cyberres/application-security/fortify-on-demand
https://www.microfocus.com/en-us/cyberres/contact
https://twitter.com/MicroFocusSec
https://twitter.com/MicroFocusSec
https://www.linkedin.com/showcase/micro-focus-security
https://www.linkedin.com/showcase/micro-focus-security
mailto:jp-info-enterprise@microfocus.com
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