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セキュリティの組込み
アプリケーションセキュリティ製品の Fortify スイートは、
エンドツーエンドの保護を実現します。
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新しい SDLC のアプリケーションセキュリティ
これらの統計データは驚くべきものですが、アプリケーションセキュ
リティへの意識は高まってきています。しかし、開発者には、新し
い優れたアプリケーションをかつてないほど迅速に構築しなければ
ならないという大きなプレッシャーがあります。開発チームはワー
クフローを効率化して市場投入までの時間を短縮するために、アジャ
イルプロセスおよび DevOpsに移行しています。このため、企業は
ソフトウェア開発ライフサイクル (SDLC)への新たなアプローチを検
討しなければならなくなっています。新しい SDLCでは、ソフトウェ
ア開発プロセスを総合的に見えて、上流から下流までのセキュリティ
テストを統合します。

総合的なソフトウェアセキュリティのテストおよび管理
Fortifyは、誰もが認めるアプリケーションセキュリティのリーダー
であり、新たな SDLCのすべてのステージに信頼性の高い総合的な
セキュリティを提供します。アジャイル手法と優れた保護および	
統制を統合したいと考える企業を対象とした、柔軟性の高い総合的
なアプリケーションセキュリティテクノロジーのスイートです。	

こうしたテクノロジーの組み合わせにより、「セキュアな開発」、「セ
キュリティテスト」、「継続的なモニタリングと保護」の 3つの領域
の重点的な保護を実現します。

柔軟なデプロイメント
Fortifyは、オンプレミスでもオンデマンドでも静的アプリケーション
セキュリティテスト (SAST)、動的アプリケーションセキュリティテ
スト (DAST)、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)、オープンソースソフトウェア向けのソフトウェア構成分析
(Sonatypeとのパートナーシップによる )を提供します。Fortify 

Software Security Centerと Fortify on Demandには完全な互換性があ
るため、お客様のビジネスに適したソリューションを選択できます。

アプリケーションは安全ですか？
今日のニュースを見れば、ハッキングなどのサイバー脅威が世界中の企業にいかに大きな損
害を与えているかがわかります。ソフトウェアセキュリティの優先度は高まっていますが、
多数の企業では依然として後回しにされています。回答者の 4分の 1が、アプリケーション
セキュリティプログラムはアプリケーションの 1～ 25%しかカバーしていないと回答してい
ます 1。アプリケーションの約 79%に、1つ以上の重大な、または高い脆弱性があります。2

__________

1.  Survey: The State of Application Security in the Enterprise, by BizTechInsights 

on behalf of Micro Focus, 2018

2.  2019 Application Security Risk Report by the Micro Focus Fortify Software 

Security Research Team

図 1. 使用している
ツールとの連携
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•  独自のスキャンの実行を管理してデータとスキャン結果を社内に
保存したい組織は、Fortifyオンプレミスソリューションを使うこ
とにより、組織のワークフロー要件に合わせて高度な管理を行え
るようにテクノロジーをカスタマイズできます。

• Fortify on Demandは、アプリケーションセキュリティをサービス
として提供します。オンデマンドプラットフォームを使用するこ
とにより、時間やセキュリティリソースに先行投資することなく、
組織は素早く簡単に静的 /動的 /モバイルのセキュリティテストを
開始できます。当社のアカウントマネージャー、調査担当者、テ
スト担当者、ソフトウェアエンジニアで構成されるグローバルチー
ムが、お客様の社内チームの右腕となり、必要なサポートと技術
知識を 24時間 365日提供します。

Fortify のツールおよび統合管理
Fortify Security Assistant、IDE プラグイン、 
統合管理によりセキュリティと開発者の連携を強化
Fortify Security Assistantにより、開発者はコーディング中にアプリ
ケーションセキュリティの不具合を検出し、修正できるため、自分
の記述したコードに責任が持てます。コードがコンパイルされる前
に、潜在的なセキュリティの脆弱性をなくすことができます。開発
者の IDEで動作するため、コードの開発中に継続的にセキュリティ
に関するフィードバックを迅速に入手できます。Fortify Security 

Assistantによる迅速なフィードバックにより、開発者は、脆弱性を
リアルタイムで修正するための判断と処理を迅速に実行することが
できます。スペルチェッカーのように、脆弱なコードが強調され、
修正が提案されます。また、統合開発環境 (IDE)と直感的に統合でき
るため、セキュリティへの意識と脆弱性の修正をスムーズかつ自然
に行えます。開発者は、Fortify IDEプラグインを使ってスキャンを開
始し、特定された問題とそのコードを確認して、他のチームと協力
して修正することができます。ソースコードリポジトリ、ビルドサー
バー、オーケストレーションツールとの統合により、セキュリティ
の自動化、スピードアップ、保証を実現します。Fortifyは、サイク
ルの初期にエラーを素早く特定して修正することにより、アジャイ
ル開発プロセスを補完します。組織は時間、労力、コストを大幅に
節約するとともに、リスクを軽減することができます。 

主な利点
•  開発者による入力時にソースコードのインライン分析を行い、セ
キュリティ結果を即時提供

•  セキュリティに精通していない開発者に対し、セキュアなコードを
開発できるテクノロジーを提供

•  結果と修正を追跡し、即時保護を継続的に提供
•  業界をリードするテクノロジーを活用し、深く正確な分析を実施

Fortify Software Security Centerとツールの詳細 (Web)

Fortify Static Code Analyzer (SCA)静的アプリケーションセキュリ
ティテスト (PDF)

Fortify監査アシスタント (PDF) 

Fortify Static Code Analyzer (SCA) -  

より良いコードの構築によるソフトウェアの保護
Fortify SCAは、開発プロセスのセキュリティを構築する自動化され
た静的テストソリューションです。Fortify SCAは、開発者がコード
のセキュリティを強化できるよう、脆弱性の根本原因を特定し、結
果に優先度を付けて、ベストプラクティスを提供します。コードを
レビューするだけでなく、開発者が少ない労力と時間で問題を特定
し、解決できるようにサポートします。

主な利点
•  反復可能なプロセスにより、セキュリティホールとなる脆弱性を
迅速に特定して除去

•  開発者が迅速かつ簡単に起動して実行できるよう、スクリプト、
プラグイン、GUIツールを通じてあらゆる環境に統合可能

•  さまざまな言語、プラットフォーム、フレームワークに対応する
ためマルチプラットフォームの開発および本番環境で使用可能

Fortify SCAの詳細 (PDF)/Fortify SCA (Web)

WebInspect - 動的アプリケーションセキュリティテストの自動化
WebInspectにより、セキュリティの専門家でも、初心者でも、実行
中のアプリケーションにおける重大でリスクの高いセキュリティ脆
弱性を迅速に特定して優先度を設定することができます。自動化さ
れたこのソリューションは、実際のハッキング手法を再現して、検
出された脆弱性に関する総合的な詳細情報、悪用された場合の結果、
問題を素早く特定して修正するためのベストプラクティスを提供し
ます。

 「 弊 社 の 最 新 の ア プ リ ケ ー シ ョ ン は、Fortify 
SCA を使って、脆弱性がないことを確認してい
ます。開発チームは、問題が製品に含まれる前に、
実質的に問題を一掃することができました。」

Clement Pickering 氏
Head of Testing, Design and Methodology

Callcredit Information Group

https://www.microfocus.com/ja-jp/cyberres/application-security/software-security-center
https://www.microfocus.com/media/data-sheet/fortify_static_code_analyzer_static_application_security_testing_ds.pdf
https://www.microfocus.com/media/white-paper/increase_efficiency_with_automated_auditing_of_static_scans_with_fortify_wp.pdf
https://www.microfocus.com/media/data-sheet/fortify_static_code_analyzer_static_application_security_testing_ds.pdf
https://www.microfocus.com/ja-jp/cyberres/application-security/software-security-center
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WebInspect Agentは、動的テストとランタイム分析を統合すること
により、より広い攻撃対象領域をカバーし、より多くの脆弱性を特
定することができます。幅広い領域に対して DASTを実施すること
により、ブラックボックスセキュリティテストテクノロジーでは通
常検出されない脆弱性を検出します。

主な利点
•  重大な脆弱性を追跡し、修正を確認するほか、指標、進捗、トレン
ドを提供する総合的なダッシュボード

•  強力なレポーティングシステムにより、企業全体のセキュリティ
知識が充実

•  主要なコンプライアンス規制すべてに対応できる事前設定済みの
ポリシーとレポートにより、法律、規制、アーキテクチャの要件
へのコンプライアンスを簡素化

WebInspectの詳細 (PDF)/WebInspect (Web)

Fortify Software Composition Analysis

Sonatypeを使用した Fortify Software Composition Analysisは、オー
プンソースとサードパーティのリスクと脆弱性を管理してソフト
ウェアサプライチェーンを保護するために役立ちます。Fortifyは静
的テスト (SAST)とソフトウェア構成分析 (SCA)を 1つのプラット
フォームに統合します。Sonatypeの Nexus Lifecycleの結果と Fortify 

Static Code Analyzer (SCA)による発見を統合してアプリケーション
の脆弱性に関する総合的なビューを提供します 。 

Fortify Software Composition Analysisの詳細 (Web)

Fortify Software Security Center -  

アプリケーションセキュリティプログラム全体の可視化
Fortify Software Security Center (SSC)は、セキュリティマネージャー
とプログラム管理者向けにアプリケーションセキュリティテストプ
ログラム全体を可視化できる一元化された管理リポジトリです。
Fortify SSCは、セキュリティテスト作業をサポートおよび管理し、
リスクの可能性に基づいて修正作業を優先順位付けするとともに、
改善を確認し、クロスポートフォリオ管理レポートを生成すること
により、企業全体のソフトウェアリスクについて正確な全体像を提
供します。

Fortify SSCは、静的 /動的なテスト結果を統合するためのプラット
フォームです。問題のトリアージと割り当てを行い、修正に関する
ガイダンスを提案するとともに、単一のインターフェイスで SDLC

全体のレポートを提供します。

主な利点
•  アプリケーションセキュリティテストプログラム全体の精度と可
視性を向上

•  開発、修正、コンプライアンスに関連するコストを削減
•  アプリケーションセキュリティ手順を自動化することにより、	
生産性を向上

•  セキュリティ関連の遅延を減らすことにより、市場投入までの時
間を短縮

Fortify SSCの詳細 (PDF)/Fortify SSC (Web)

Fortify on Demand—サービス型アプリケーションセキュリティ
時間、リソース、専門知識がない組織は、Fortify on Demandを使用
することにより、すばやく容易に最小限の先行投資で開始して、ビ
ジネスニーズの変化に合わせて柔軟に拡張することができます。
Fortify on Demandは、静的 /動的分析に加え、詳細なモバイルアプ
リセキュリティテスト、オープンソース分析、ベンダーアプリケー
ションセキュリティ管理、本番環境のアプリケーションの継続的な
モニタリングを実行できます。テスト結果は、アプリケーションセ
キュリティエキスパートが手動で確認します。

主な利点
•  迅速で正確。詳細なスキャン結果を 1～ 3日で提供。
•  操作が容易。アプリケーションセキュリティプログラム全体を	

1つのインターフェイスで管理。チームとアプリケーション全体で
のリスクの表示、問題の早期解決、修正作業の管理を実現。 

•  パーソナライズされたサポート。結果は、アプリケーションセキュ
リティエキスパートが手動で確認。全体的な満足度の実現に責任を
負う専任のテクニカルアカウント管理チームが任命されます。

Fortify on Demand SASTの詳細 (PDF) and Fortify on Demand DAST (PDF)/

Fortify on Demand (Web)

 「提出されたコードは標準で詳細にスキャンされ、
統合された調査結果のレポートが提供されます。
このレポートは Fortify on Demand ポータルを
通じて直接提供される脆弱性の説明とともに価
値の高いデータを提供するため、開発者はあら
ゆる脆弱性をよりよく理解して、管理すること
ができるのです」

Xavier Pernot 氏
ISセキュリティスペシャリスト
Generali France

https://www.microfocus.com/media/data-sheet/webinspect_automated_dynamic_application_security_testing_ds.pdf
https://www.microfocus.com/ja-jp/cyberres/application-security/webinspect
https://www.microfocus.com/ja-jp/cyberres/application-security/software-composition-analysis
https://www.microfocus.com/media/data-sheet/fortify_static_code_analyzer_static_application_security_testing_ds.pdf
https://www.microfocus.com/ja-jp/cyberres/application-security/software-security-center
https://www.microfocus.com/media/brochure/fortify_on_demand_static_application_security_testing_brochure.pdf
https://www.microfocus.com/media/brochure/fortify_on_demand_dynamic_application_security_testing_brochure.pdf
https://www.microfocus.com/ja-jp/cyberres/application-security/fortify-on-demand
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成功を支援する Fortify プロフェッショナルサービス
優れたソフトウェア保証プログラムを構築することにより、アプリ
ケーションとビジネスを保護できます。Fortifyは、組織が Fortifyス
イートから得る価値を高めるための、さまざまなプロフェッショナ
ルサービスを用意しています。スキルの高いアプリケーションセキュ
リティコンサルタントが、実践型トレーニング、パーソナライズさ
れたコンサルティング、カスタマイズされた導入サービスを、確立
された手法と、数千件のアプリケーションセキュリティ導入実績か
ら得たベストプラクティスとともに提供します。サービスの内容は
次のとおりです。
•  ソフトウェアセキュリティ保証評価およびプログラム設計
• FortifyとWebInspectのクイックスタート
• FortifyとWebInspectのヘルスチェック
•  セキュアな開発プロセスの統合
•  静的 /動的監査サービス
さらに、次のような教育とトレーニングも提供しています。
•  セキュリティへの意識とセキュアなコーディングに関する教育プ
ログラム

•  ソフトウェアセキュリティの保証に関する eラーニングコース
• Fortify製品に関する eラーニングコース
•	 特定のニーズに合わせてカスタマイズされたトレーニングクラス

FORTIFY プロフェッショナルサービスの利点
•  経験豊富なアプリケーションセキュリティコンサルタントに相談
可能

•  ソフトウェア開発ライフサイクルの初期にセキュリティを確立す
ることにより、開発コストを削減

•  効率的な手法を使用して新しい SDLCにセキュリティを組み込む
ことにより、開発チームの業務中断を最小化

•  誤検出をなくし、監査済みのセキュリティの不具合のみに時間を
集中

•  数千件の Fortify成功事例に基づくベストプラクティスと推奨事項
の活用

•  コンサルタントの製品チームとサポートチームへの直通電話を活
用して問題を迅速に解決

Fortify が最適である理由
Fortifyは、あらゆるタイプのソフトウェアの開発ライフサイクル全
体を通じてコードを保護する唯一のソリューションです。開発から
テスト、本番環境へのリリース、それらの間のすべてのイテレー
ションを保護します。Fortifyの静的、動的、インタラクティブ、お
よびランタイムセキュリティテストテクノロジーは、オンデマンド
や複数のライセンスモデルが用意されているため、組織は必要に応
じて柔軟にエンドツーエンドの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/appsecurity

 「弊社では、Fortify をクラス最高レベルのアプリ
ケーションとみなしています。それは、成熟度
が高いだけでなく、非常に多くの言語と環境に
対応しており、スムーズに統合できるためです。」 

 「今の Fortify には、初期の開発プロセスに統合
できるという利点があります。ごく初期の段階
や構築中にアプリケーションをスキャンするこ
とができるため、本番導入の準備が整うと同時
にコードを事業部門に提供して価値を実現する
ことができます。」

Dennis Hurst 氏
Founder

Saltworks Security

 「弊社では Fortify on Demand により AppSec が
開発者のニーズを満たす方法を根本的に変革し

ています」

Rajan Gupta 氏
VP of Product Security

Equifax

https://www.microfocus.com/ja-jp/solutions/application-security
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