
概要 
Tietoは、北欧で最大のソフトウェアおよび
ICTサービス企業の 1つで、ITサービス全般
とグローバルな製品開発を提供しています。
拠点はフィンランドのエスポーです。
14,000人の従業員、900社の顧客を擁し、
23か国で事業を展開しています。

同社は、1968年に地元の銀行や特定の法人
顧客向けのコンピューターセンターとして
設立されました。Tietoは IT業界と共に進化
し、昨年には 2016年から 2020年までの新
しい戦略を発表しました。競争力と成長の
強化のために選択した戦略は次の 3つです。
1)お客様にとっての価値を加速するサービ
ス、2)北欧におけるリーダーシップと国際
的な拡大、3)オープンエコシステムと共同
イノベーションへの積極的な参加。 

Tietoにおいて成長著しい分野の 1つは、社
内使用、特定のクライアント、垂直業界向
けのソリューションのソフトウェア開発

サービスです。同社は、石油・ガス、金融サー
ビス、林業、製造業、メディア、小売、通
信などの業界にトップクラスのソリュー
ションを提供しています。 

課題
ソフトウェア開発の優れた能力と経験にも
関わらず、同社は最近まで、新規および既
存のアプリケーション内の悪用される可能
性のある脆弱性を効率的かつ効果的に発見
および修正することができずに苦慮してい
ました。 

Tietoには約 3000人の従業員を擁するソフ
トウェア開発組織がありますが、主にネッ
トワーク、インフラストラクチャ、および
ビジネスのセキュリティ問題を中心に扱っ
ているセキュリティチームは比較的小規模
です。 

「私たちが直面した主な課題の 1つは、アプ
リケーションレベルのセキュリティテス
トを一元的に行う方法がなかったことです」
と Director for Business Solutions の Sami 
Suro氏は述べています。「私たちはネット
ワークとビジネスのセキュリティには多く
の注意を払っていますが、最近まで、アプ
リケーションのセキュリティはそこまでは
精査されていませんでした。」 

この数年間で、様々な業界向けの新しい
Webアプリケーションとモバイルアプリ
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ティング (ITC)サービス会社であり、この分野で優れた能力と
経験を持つにも関わらず、同社はソフトウェアの脆弱性を効
率的かつ効果的に発見および修正することができずに苦慮し
ていました。Micro Focus Fortify on Demandは、Tietoが必
要としていた機能をすべて備えていただけでなく、成果は期
待を上回るものでした。現在、同社は Fortify on Demandを	
ベースにしたセキュリティソリューションをクライアントに
提供しています。

概要

	■ 業界
ソフトウェアおよびテクノロジー

	■ 所在地
フィンランド

	■ 課題
Tietoは、新規および既存のアプリケーション
内の悪用される可能性のある脆弱性を効率的	
かつ効果的に特定して修正する必要がありま	
した。

	■ 製品とサービス
Fortify on Demand

	■ 主な成功要因
	+ 体系的な一元的評価により、新規およびレガ
シーアプリケーションの脆弱性を軽減
	+ 社内および社外で使用するアプリケーションの
セキュリティ脆弱性を軽減 

 + TietoはWebおよびモバイルアプリケーション
のセキュリティに関するクライアントの高い要
件に対応できる体制を確立

 + Fortify on Demandをベースとした Tietoの新た
なアプリケーションセキュリティテストサービ
スを実現

お客様成功事例
アプリケーションデリバリー管理

「私たちが購入したのは単なるツール
ではありません。Fortify on Demand
は、包括的なアプリケーションセキュ
リティソリューションです。」

SAMI SURO氏
Director of Business Solutions
Tieto
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ケーションに関して、社内および社外の顧
客からの要求が大幅に高くなっていると
Suro氏は話します。「モビリティは、ビジネ
スモデル、サービスモデル、収益モデル全
体に変革をもたらしています。」と彼は述べ
ています。「弊社の主要なセクターでは、
Webおよびモバイルアプリケーションに関
するお客様の要件をすべて満たすことが期
待されています。」 

彼はこのように続けます。「私たちは、この
ようなお客様からの声は、アプリケーション
レベルのセキュリティ評価と修正を開発
サービス全体の一部に含めてほしいという
ことだと理解しました。」と Suro氏は説明
します。「弊社の開発チームでは、アプリケー
ションセキュリティのテストにオープン
ソースツールを使用してきました。しかし、
Fortify on Demandを使用してみたところ、
結果がいかに正確で優れているかを実感し
たのです。すべてのアプリケーションに関
わる多くの利害関係者に可視化を提供でき
ることは、非常に大きなメリットです。」

ソリューション
脆弱性をリアルタイムに特定して修正し、ア
プリケーションを本番環境に迅速にデプロ
イできるよう、Tietoの開発チームはウォー
ターフォールアプローチ (進捗状況が設計、
開発、テストから本番までのソフトウェア
開発ライフサイクルのフローとして表され
る )からアジャイルな DevOpsへと移行しま
した。この移行により、チームは段階的に
ソフトウェアを開発し、毎日リリースを行
う短期間の開発「スプリント」を実施する
ことになります。DevOpsアプローチでは、
セキュリティがプロセスの一部に含まれて
おり、リリース前の開発およびテストのラ
イフサイクルで、欠陥、バグ、および脆弱
性が検証されるため、リスクを最小限にす
ることができます。 

プロセスの有効化、コードの検証、本番	
環境へのリリースにおいて、自動化が重	
要 な役割を果たします。Tieto は Micro 
Focusの長年のパートナーであり、現在は
Tier 1リセラーです。同社は、Micro Focus 
Application Delivery Management (ADM) ソ
リューションにより製品化リードタイムを

短縮し、複数のテクノロジープラットフォー
ム全体でアプリケーションの品質を保証し
ています。担当者から Fortify on Demandの
検討を提案されたとき、Suro氏に迷いはあ
りませんでした。 

「弊社ではオンプレミスのソリューションを
検討する意味はないと分かっていました。」
と Suro氏は話します。「オンプレミスの	
システムを管理するためのリソースや経	
験がない弊社には、クラウドの Fortify on 
Demandが最適でした。」 

成果
Fortify on Demandは Tietoのセキュリティ
チームの一部となり、Tietoでは 750を超え
る脆弱性カテゴリを特定して、迅速かつ正
確な評価を実行できるようになりました。追
加のリソースは必要なく、インストールや
管理も不要で、難解な専門知識も必要あり
ません。このソリューションにより、Tieto

はサードパーティやオープンソースソフト
ウェアのテストも実行できるようになりま
した。 

「最初のスキャンの結果は非常に示唆に富む
ものだったと言えば十分でしょう。」と Suro
氏は話します。「その意味で、Fortify on 
Demand自体ですでに採算が取れていると
言えます。」

新しい収益源 
Tietoは、独自のアプリケーションセキュリ
ティ評価に Fortify on Demandを使用し始め
てまもなく、顧客に新しいアプリケーション
テストサービスを紹介しました。Tieto 
Application Security Testing with Fortify on 
Demandは、静的アプリケーションセキュ
リティテスト (SAST)または動的アプリケー
ションセキュリティテスト (DAST)あるいは
その両方を 1回限りのテストまたは 12か月
間の継続サービスとして提供します。 



Tietoでは、新しいアプリケーションの開発
プロジェクトに取り組んでいるクライアン
トが後の段階では修正にコストのかかる脆
弱性を開発サイクル中に特定しようとして
いる場合には、継続サービスに登録するこ
とを推奨しています。「弊社のお客様は、多
くの場合、基本的には私たちと同じ立場に
います。」と Suro氏は述べています。「この
サービスは、お客様が行われてきた品質保
証作業の自然な流れだからです。モバイル
アプリケーションやWebアプリケーション
に対する需要の高まりも理解されているの
で、この新しいサービスは、お客様が次の
ステップに進むための手助けになります。こ
れは弊社にとって新しい収入源ですが、そ
れよりも重要なことは、アプリケーション
の脆弱性によるリスクを軽減できる貴重な
サービスを提供できるという点です。」 

サービス品質 
石油・ガス業界における Tietoの主要顧客の
1社がすでに別のアプリケーションセキュリ
ティテストソリューションを使用していた
ため、Fortify on Demandと比較してみたい
と思ったと Suro氏は述べています。その	
顧客が Tietoの新しいクラウドベースのテス
トサービスに登録したところ、テスト結果
の品質に大きな違いがあることが分かりま
した。 

「このお客様は、これまで使用していたソ
リューションよりも Fortify on Demandの方
がはるかに優れていることに気づかれまし
た。」と Suro氏は説明します。「弊社のお客
様の業界では情報の機密性が極めて高いた
め、セキュリティに関して無用のリスクを
負うことはできません。そのため、Fortify 
on Demandが提供するレポーティング機能
とダッシュボードが高く評価されています。
以前のソリューションと比較すると、推奨
事項がより明確になり、開発者は修正をよ
り簡単に行うことができるようになりまし
た。Fortify on Demandによって、コードの
どこに問題があるのかを特定でき、何を分

析すべきかを確認できます。SQLインジェ
クションの脆弱性があるのかもしれません
し、クロスサイトスクリプティング (XSS)の
可能性があるのかもしれません。Fortify on 
Demandなら、何を修正すべきかが非常に
明確ですし、ベストプラクティスに基づい
て処理を進めることができるのです。」

脆弱性の少ない未来
Micro FocusのFortify on Demandのユーザー
フレンドリーなダッシュボードとレポート
により、Tietoではアプリケーションポート
フォリオの管理や分散されたチーム間での
コラボレーションが容易になりました。レ
ポートでは、重大度、脆弱性カテゴリ、事
業部、地域やその他の企業データでフィル
タリングされた指標が提供されます。重大
な脆弱性を特定して優先度が設定されるほ
か、特にリスクの高いアプリケーションや
傾向の履歴も表示されます。 

「開発プロセスに関わるすべての人が、必要な
情報をこのソリューションで確認できるので
す。」と Suro氏は強調します。「Fortify on 
Demandは、評価したアプリケーションそれ
ぞれについて評価結果を 5つ星で表します。
お客様はこれを基にアプリケーションを比較
できます。場合によっては、サービスプロバイ
ダーを比較することも可能です。」 

彼はこのように締めくくります。「社内の開
発グループと外部のお客様の両方から、こ
のサービスを求める声が多く聞かれます。社
内、オープンソース、モバイル、Web、サー
ドパーティのアプリケーションなど、あら
ゆるアプリケーションを柔軟に評価できま
す。私たちが購入したのは単なるツールで
はありません。Fortify on Demandは、包括
的なアプリケーションセキュリティ	
ソリューションです。」

詳細情報はこちら： 
www.microfocus.com/ja-jp/products/
application-security-testing/overview
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