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シノプシスが毎年発行している「オープンソース・セキュリティ&リスク分析レポート（OSSRA）」でも指摘しているように、オープンソー
スおよびサードパーティ・ソフトウェアの利用は急拡大を続けています。つまり、自社の開発チームもソフトウェア開発ライフ・サイク
ルにおいて何らかの形で、ある程度はオープンソースを使用していると見て間違いないでしょう。

もし自社がソフトウェア・プロバイダー（ソフトウェアの開発提供元）として活動しており、提供するアプリケーションの開発にオープン
ソースおよびサードパーティ / 商用コンポーネントを使用している場合、その企業は利用しているオープンソースや商用ソフトウェア
のサプライチェーンの一員ということになります。注意が必要なのは、このサプライチェーンは自社での開発やデリバリ活動で終わる
わけではなく、提供しているアプリケーションのエンド・ユーザーにまで及ぶという点です。

サプライチェーンには、アプリケーションに関わるものすべて、つまりアプリケーションのアセンブル、開発、デプロイに何らかの役
割を果たすものすべてが含まれます。その意味では自前のコードやコンポーネント、ソフトウェアで使用する API とクラウド・サー
ビス、さらに、それらのソフトウェアをビルドしてエンド・ユーザーへデリバリする際に使用するインフラもサプライチェーンに含まれま
す。

ソフトウェア・サプライチェーンの理解を深めるために、伝統的な自動車製造のサプライチェーンを例に考えてみましょう。この業界
のサプライチェーンは原材料から始まります。まず、原材料サプライヤーが金属、プラスチック原料、皮革、木材などを部品メー
カーに納入します。部品メーカーはこれらの原材料を使用して、ネジ、布地、ナット、ボルトなどの民生品を製造します。これらの部
品は自動車部品 / システム・メーカーに納入され、ここで車両の製造に必要な自動車部品（エンジンやトランスミッションなど）が製造
されます。最後に、これらの車載部品の納入を受けた自動車メーカー（OEM）が組み立てラインで車両を製造し、出荷したものが消
費者に販売されます。

このように製造プロセスには多くの「入力」があることを考えると、非常に多くのリスク混入箇所が存在することが理解できるはずです。
この自動車を製造するために調達された部品の品質はどうでしょうか。自動車メーカーによるこれら部品の組み立て方法に問題はな
かったでしょうか。ユーザーがハンドルを握った際に、この自動車はどのような走行性能を発揮するでしょうか。事故や劣悪な走行状
態といったインシデントに対してどれだけうまく対処できるでしょうか。

サプライチェーンの現実として、最終製品とそのユーザーは、プロセスに関与するすべての部品、人間、活動、材料、手順の影響を
受けます。このワークフローの一部にでも弱点があれば、そこからリスクが混入します。このリスクを軽減するには、サプライチェー
ン全体を完全に理解する以外にありません。ソフトウェア・サプライチェーンの場合もまったく同じです。

簡単に言えば、組織はサプライチェーンを完全に可視化しない限りそのリスクを正確に、あるいは完全に管理することができませ
ん。サプライチェーンは非常に多くの歯車が噛み合って動いているため、弱点や設計上の欠陥を 1 つでも見落としてしまうと、そこ
を突かれて全体が攻撃を受けることになります。

サプライチェーンの現実として、 
最終製品とそのユーザーは

プロセスに関与するすべての部品、 
人間、活動、材料、手順の 

影響を受けます。
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ソフトウェア・サプライチェーンの現状
2021 年もセキュリティ関連のニュースには事欠きませんでした。中でも大々的に報じられたのは、広く利用されている Apache Log4j
のゼロデイ脆弱性で、この脆弱性によって攻撃者による任意のコード実行が可能となります。この例が示すように、オープンソースの
脆弱性は、ソフトウェア開発業界だけでなく幅広い企業に甚大な影響を与えます。

サプライチェーンの完全性に対するリスクはオープンソースだけでないことを示す事件もありました。SolarWinds社が受けたセ
キュリティ侵害は、たった 1 つのパスワードが漏洩したために起こったもので、システムに侵入したハッカーは定期アップデートを
悪用して数千もの顧客の機密データにアクセスしました。CodeCov のサプライチェーン攻撃では、攻撃者は Docker イメージ内で
見つけた認証情報を使用してバックドアをインストールし、顧客データにアクセスしました。

セキュリティ侵害の増加を受け、バイデン米大統領は連邦政府と取引のある企業に対し、ソフトウェアのセキュリティ対策に関する詳
細なガイドラインを定めた大統領令（EO）を発令しました。米国のサイバーセキュリティ・プロファイル強化を目的としたこの大統領令
を契機として、直接には名前の挙がっていない組織も含め、米国全体で組織のセキュリティ・プラクティスを再点検する動きが高まっ
ています。

この大統領令の発令を境に、米国全体でソフトウェア・セキュリティ・プラクティスの調査も活発化しました。この大統領令の重要な
柱として、エンタープライズ・ソフトウェアのサプライチェーンにおける弱点と推奨される強化策が提示されています。この大統領
令によって、組織はサプライチェーン・セキュリティの観点から既存のアクティビティを精査することが求められるようになりました。
つまり、既存のソフトウェア・セキュリティ・プラクティスにもう 1 つの検討事項が加わったことになります。この結果、セキュリティ対
策を検査・強化する際に、より多くの要求事項への対応が必要となっています。

サプライチェーンのセキュリティ対策を成功させるために考えるべきこと
基本的に、サプライチェーンのセキュリティ対策では、アプリケーションをアップストリーム・リスク（ソフトウェアのディストリビューショ
ンにおける上流でのリスク）から守ること、そして自らがダウンストリーム・リスクを（ソフトウェアのディストリビューションにおける下
流でのリスク）生み出さないようにすることを考える必要があります。

シノプシスは、サプライチェーンのセキュリティ対策を無理なく始めていただけるように、セキュリティ・アクティビティの指針とすべ
き 6 つのポイントを洗い出しました。以下に挙げる 6 つの質問にお答えいただくことで、サプライチェーンのセキュリティ対策のあ
るべき姿と現在の弱点を把握し、今後のセキュリティ・アクティビティに役立てていただくことができます。

基本的に、サプライチェーンのセ
キュリティ対策では、 
アプリケーションをアップストリーム・
リスクから守ること、

そして自らが 
ダウンストリーム・リスクを 

生み出さないようにすることを 
考える必要があります。
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すのがオープンソースの使用です。すでによく知られているように、「開発」を取り巻くあらゆる場所でオープンソースが使われています。
このため、自社のアプリケーションもオープンソースをまったく含まないものはほとんどないと考えて間違いないでしょう。

サプライチェーンのセキュリティ対策を考える際にまず懸念されるのが、オープンソースの利用範囲の広さです。オープンソースだ
からといって独自開発コードよりリスクが大きいわけではありませんが、オープンソースのセキュリティ対策が不適切だと、組織全体の
安全にとって大きなリスクとなります。現在の開発者は成果物のほとんどすべてにオープンソースを使用している可能性が高く、自分
で作成していないコードがアプリケーションの大部分を占めています。このことを裏付けるように、シノプシスの 2021年版「オープン
ソース・セキュリティ・リスク&分析レポート（OSSRA）」によれば、スキャンしたコードベースの 98%にオープンソースが含まれてい
ました。オープンソースは、その定義からも明らかなように、外部の開発者、すなわち管理対象外のソースから入手します。しかし、
サプライチェーンのセキュリティ対策を成功させるには、自社アプリケーションを構成するすべてのコンポーネントを常に可視化して
おく必要があり、組織の外部から入手したコンポーネントも対象です。

ただし、作成したソフトウェアに含まれるオープンソースは開発者が意図して使用したものばかりではないことに注意が必要です。開
発者の知らないうちに、すべてのプロジェクトでオープンソースが使われているというケースも多々あります。これは取引先のベンダー
についても同様で、ベンダーの開発者が意図してオープンソースを使用することもあれば、知らない間にオープンソースがプロジェク
トに紛れ込んでいることもあります。それ自体は悪いことではありませんが、アプリケーションにアップストリーム・リスクが混入する経
路となるのは事実です。自社のサプライチェーンに存在するオープンソース・コンポーネント、ライセンス、脆弱性、およびそれらの
リスクは、自社の責任で追跡する必要があります。この作業は非常に大がかりなものになるため、人手に頼っていては十分な追跡が
できず、継続的な維持管理となるとほとんど不可能です。

強力なソフトウェア・コンポジション解析（SCA）ツールを使用すれば、この重要な情報を自動で取得できます。適切な SCAツールで
あれば、どのようなオープンソースが使われているか、そのオープンソースは積極的にメンテナンスされているか、出所は信用できる
か、などの情報を得ることができます。強力な SCAツールには、アプリケーションで使用されているオープンソース依存ファイルを完
全に可視化し、コードに含まれるコンポーネントとその出所、および関連するセキュリティ /ライセンス・リスクを正確に記述したソフ
トウェア部品表（SBOM）を作成する機能があります。特に重要なのは、SCAツールではこれらの情報が継続的に得られるため、一刻
を争う状況でもオープンソースに関する最新のリスク状況を把握できるという点です。

自社のサプライチェーンに存在する
オープンソース・コンポーネント、 
ライセンス、脆弱性、および 
それらのリスクは、自社の責任で 
追跡する必要があります。

質問 1
セキュアなオープンソースを使用していますか？
オープンソースのリスクを理解する
ソフトウェアのサプライチェーンのセキュリティ対策はすべての面にわたって実施する必要がありますが、特に大きなリスクをもたら

質問 2
質問 3
質問 4
質問 5
質問 6
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法的リスクを理解する
セキュリティ・リスク以外に、法的リスクも考慮する必要があります。セキュリティ・リスクほど大々的に取り上げられることはありません
が、ライセンス違反やライセンス条件の競合が訴訟問題になると、その影響は合併・買収（M&A）、ベンダーとの争議、流通上の問
題などへと波及します。ソフトウェア・ベンダーやディストリビューターにとって、サプライチェーンの弱点に起因する法的リスクは組織
の評判や財務の健全性への脅威となります。

多くの場合、こうした法的リスクはオープンソースの管理が不適切なことから生じます。これは、オープンソースの存在によって知的財
産の特定と監視が不明瞭になることがあるためです。有名な Cisco 社とフリーソフトウェア財団の訴訟事件でも、Cisco 社はコンプラ
イアンスに問題のあるオープンソース・ソフトウェアを含んだファームウェアを買収により取得していました。Cisco 社はライセンス条
件の競合を継承したがために、防ぐことができたはずの法的リスクと信用の危機にさらされることになりました。この事例からも、
サプライチェーンの中に 1 つでも問題があると業務全体が壊滅的な影響を受ける可能性があることが分かります。したがって、ソフ
トウェア・リスクをビジネス・リスクと捉え、それに応じた対処をとることが非常に重要です。

強力な SCA ツールにはライセンス条件の競合を特定する機能があり、どのようなリスク軽減策が必要かを容易に把握できます。

既知の脆弱性以外のリスクを管理する
日頃からたびたび特定・分類される脆弱性は既知の脆弱性であり、これらはサイバー攻撃の糸口となる可能性があります。

しかし、こうした既知の脆弱性以外にもリスクは存在します。旧バージョンのコンポーネントや、最近開発活動のないコンポーネント、
あるいは開発者コミュニティの規模が小さくコードが活発にメンテナンスされていないプロジェクトのコンポーネントを使い続けてい
ると、運用面でのリスクが生じます。運用面のリスクはコードの品質、信頼性、保守性の問題を引き起こすだけでなく、セキュリティ・
リスクにつながることもあります。バグを特定・修正する開発者がプロジェクトからいなくなれば、セキュリティ上の不具合を見つけて
公開・修正する開発者もいないことになります。過去の実績や評判が不明、または問題があるようなプロジェクトを利用している場合
は、こうした点に特に注意が必要です。このようなプロジェクトは、脅威アクターにとって格好のターゲットとなります。

効果的な SCA ツールはセキュリティ・リスクや法的リスク以外の情報も提供してくれるため、ユーザーはオープンソースのリスクを
より全体的に可視化でき、サプライチェーンのセキュリティ対策をより事前対処的に行えるようになります。完全な機能を備えた 
SCAツールなら、新バージョン、コミット状況、時系列でのアクティビティ・トレンドなどの情報も得られるため、使用しているコン
ポーネントの品質が一目で分かり、オープンソースが活発にメンテナンスされているかどうかを容易に確認できます。

ソフトウェア・ベンダーや 
ディストリビューターにとって、 
サプライチェーンの弱点に起因する
法的リスクは組織の評判や財務の
健全性への脅威となります。
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自社開発のコードはセキュアですか？
アプリケーション・コードはその大半がオープンソースで構成されているため、当然、アタック・サーフェスとなるのもほとんどがオー
プンソースです。とはいえ、自社開発のコードが機微なデータやシステムをサイバー攻撃から確実に保護できていることの確認を怠る
わけにはいきません。

セキュリティ上の欠陥や弱点が意図せずしてアプリケーション・コードに混入してしまうと、バッファー・オーバーフローや SQLインジェ
クション、クロスサイトスクリプティングなどの攻撃を招きます。万一システムに侵入されると、これらセキュリティ上の欠陥によって機
微なデータが流出する可能性があります。脅威アクターはこれらの弱点を突いて悪意あるコードを挿入し、そのソフトウェアを運用し
ている組織が保守しているオペレーティング・システムやその他のシステムへの侵入経路を確保します。

こうした問題は、コード・レビューによって防止しようとするのが一般的です。これは、少しでも多くの人によってソースコードを確認
することで、問題を特定しやすくなると考えられるためです。しかし、ほとんどのソフトウェア開発者はセキュア・コーディングのトレー
ニングを受けておらず、しかもセキュリティの欠陥の多くは非常に複雑であるため、マニュアル・コード・レビューを実施しても欠陥や
弱点を特定・追跡するのは困難です。したがって、自社開発コードにダウンストリーム・リスクが混入している可能性を払拭するには、
コード実行とデータ・パスのレビュー、そして CWEなどセキュリティ上の弱点の特定を自動で実行してくれる静的解析ソリューション
が必要です。

静的解析を使用してセキュリティ上の欠陥を特定・修正することは、重要な防御層を増やすことになりますが、それ以上に、製品のセ
キュリティ改善にも常に心がけておく必要があります。結局のところ、セキュリティ上の弱点を防ぐ最良の方法は、そもそもそれを作
り込まないことです。したがって、開発者に対するセキュア・コーディングのトレーニングに投資するとともに、サプライチェー
ン・セキュリティの文化を根付かせるための旗振り役としてセキュリティ・チャンピオンを任命することが推奨されます。

質問 1
質問 2
質問 3
質問 4
質問 5
質問 6

セキュリティ上の欠陥や弱点が意図せずしてアプリケーション・
コードに混入してしまうと、バッファー・オーバーフローや 

SQLインジェクション、クロスサイトスクリプティングなどの 
攻撃を招きます。
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巧妙に仕込まれた悪意あるコードから防御できていますか？
Forrester社によるサイバーセキュリティ・イベント予測では、2021年にはセキュリティ侵害の 1/3が内部脅威によって引き起こされ
るだろうという見方が示されていました。不満を持つ開発者がバックドアを作成するにせよ、ハッカーがシステムに侵入してより大規
模な攻撃を仕掛けるにせよ、巧妙に仕込まれた悪意あるコードは、自社で開発および運用するソフトウェアにとって大きなリスクとな
ります。悪意あるコードのほとんどはソフトウェア・システムを熟知した人物によって仕込まれるため、脆弱なシステムと通常のシステ
ムは見分けがつかないことが多く、こうしたリスクを昔ながらのツールで特定するのは困難です。

悪意あるコードの検知（MCD：Malicious Code Detection）は、本番環境のバイナリ、構成、データに潜む不審なコンストラクトを見
つけることを目標として、専門家チームが実施するプロセスです。MCDでは、一般的なセキュリティ・ツールでは見つけることのでき
ない悪意あるコードや内部の脅威アクターも特定します。内部から仕込まれたコードに加え、MCDはオープンソースおよびサードパー
ティ依存ファイルを評価し、意図的な悪意を持ったパッケージがコードベースにプルされていないかを調べることもできます。

完全なMCDサービスでは、悪意あるコードの検出だけでなく、悪意あるコードの管理および脆弱性の修正戦略に関するアドバイス
も提供されます。

悪意あるコードのほとんどは 
ソフトウェア・システムを熟知した人物に
よって仕込まれるため、脆弱なシステムと
通常のシステムは見分けがつかない 
ことが多く、こうしたリスクを昔ながらの 
ツールで特定するのは困難です。

質問 1
質問 2
質問 3
質問 4
質問 5
質問 6

https://twitter.com/SW_Integrity
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http://www.synopsys.com/software


   |  synopsys.com  |  7

開発およびデリバリに使用しているインフラはセキュアですか？
必要なデータ・ストレージは増え続け、デプロイのスケジュールは厳しさを増し、拡張性の迅速さがこれまで以上に重要になっていま
す。こうした中、ソフトウェア業界はアプリケーションの運用基盤としてクラウド・テクノロジーへの依存を強めています。クラウド・ネ
イティブ・アプローチに欠かせないのが、拡張性と俊敏性に対するニーズをサポートしたアプリケーション・デプロイ方法の導入であ

り、これに適しているのがコンテナ化と IaC（Infrastructure-as-Code）です。

コンテナにパッケージ化されるソフトウェアの中身を理解する
コンテナを使用すると、アプリケーションやマイクロサービスのデプロイ、パッチ適用、および拡張を短時間で簡単に実行できるほか、
異なるオペレーティング・システムやハードウェア・プラットフォーム上で一貫した実行能力が得られます。このため、コンテナ化は
クラウド・ネイティブ・アプローチにおける理想的なソリューションとなっています。その一方で、コンテナ化は脅威がサプライチェー
ンに混入する経路を増やすことにもつながります。

アプリケーションをコンテナ化する際は、多くの場合オープンソースとして提供されるベース・イメージを構築基盤として使用するのが
最も一般的なアプローチです。このベース・イメージの上位にサードパーティおよびカスタム・コードで構成されるレイヤーを追加し、
これらを 1 つのファイル・システムに結合します。これは、最終的なイメージを実行する際には 1 つのバイナリ・ファイルとして表され
ます。基本的な SCA ツールの場合、レイヤー内のファイルは YUM などのパッケージ・マネージャーを使用して追加することを前提と
しており、SCA ツール自体もこれらのパッケージ・マネージャーを使用してコンポジションを調べます。

しかしそれでは十分とは言えません。例えば、パッケージ・マネージャーを使用せずに Dockerfile の ADD、COPY、RUN などのコマ
ンドを使用してファイルをレイヤーに追加することもあります。コンテナ・イメージ内に存在するすべてのオープンソース・コンポーネ
ント（出所を問わず）、および機微なデータを特定するには、コンテナ・イメージに対して完全なバイナリ解析を実行してコンポーネン
ト・シグネチャを検査する以外にありません。

デプロイ用の IaC（Infrastructure-as-Code）を安全に使用する
現在のクラウド・プラットフォームの動作のあり方と切っても切れない関係にあるのが、それを支えるインフラの構成、管理、プロビ
ジョニングの方法です。仮想化およびコンテナ・オーケストレーションのニーズに応えるため、現在のサーバーは必要に応じてスペッ
クを指定して構築し、期間を短く区切って運用されます。チームは Terraform や Ansible などのソフトウェアを使用してスペックを作
成し、これによって自動での動作を可能にします。このため、アプリケーションのデプロイと同じ規模で、すなわち 1 週間に数十から
数百、あるいは数千という規模でセキュリティ上の欠陥が混入する可能性が生じています。

意図したものかどうかにかかわらず、インフラ構成の中に不正な特権昇格やネットワーク・エクスポージャーなどのバックドアが存在す
ることは、特に目新しいリスクではありません。今、問題になっているのは、サーバー構成のビルドとアセンブルが誰の責任で行われ
ているのかという点です。これは、かつては IT 運用エンジニアの仕事でした。これらのエンジニアはサーバーを安全に構成し、脅威に
備えるためのトレーニングを受けており、実地経験も豊富でした。しかし現在は開発チームがその責任を負い、自らが開発しているア
プリケーションのデプロイ構成を IaC によって容易に指定できるようになっています。しかしこの分野で十分な経験がないと、ミスや見
落としが発生します。インフラへの侵入を許すと攻撃者がアプリケーションのユーザー、運用者、データに一歩近付くことになります。

IaC が重宝される理由の 1 つは、それが「コード」で構成されているため、読み書きができ、保存とバージョニングができ、分析とレ
ビューができる点にあります。したがって、アプリケーションのソースコードを静的解析ツールで検査してセキュリティ上の弱点を見つ
けることが必要なのと同じように、IaC ファイルも静的解析ツールでスキャンして、十分なトレーニングや経験を積んでいない開発者
では見つけることのできない構成のミスを洗い出し、手痛い損害を防ぐ必要があります。

コンテナ・イメージ内に存在するすべてのオープン
ソース・コンポーネント（出所を問わず）、および 
機微なデータを特定するには、コンテナ・イメージ
に対して完全なバイナリ解析を実行してコンポー
ネント・シグネチャを検査する以外にありません。

質問 1
質問 2
質問 3
質問 4
質問 5
質問 6
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他システムとの通信に使用している API とプロトコルは 
セキュアですか？
API とプロトコルは、アプリケーションとユーザーの間でデータやサービスの迅速な転送を可能にします。近年、 API とプロトコルの利
用が大きく増えているにもかかわらず、ほとんどの組織は使用している API のインベントリの適切な整備に苦労しています。このため、
どのアプリケーションおよびどのユーザーがどのサービスにアクセスできるかを十分に統制できていないのが現状です。

API の可視化と統制ができていないと、重要なシステムや機微なユーザー情報の安全が脅かされます。ハッカーはそこにつけ込んで
内部の欠陥を悪用して、重要なシステムをクラッシュさせ、あるいは中間者攻撃（MITM）を仕掛けます。中間者攻撃は盗聴の一種
で、鍵、パスワード、ログイン資格情報、アカウント詳細など、サプライチェーンの別の場所でより大規模な攻撃を仕掛けるために
必要な情報を窃取するために行われます。

このような攻撃からサプライチェーンを守るには、アプリケーションにアクセス可能な API を可視化するだけでは不十分です。不具合を
探して問題が顕在化する前にセキュリティ・ギャップのパッチを積極的に適用する能力も必要です。IAST やファジング・テストのよう
な最新のテスト・ソリューションでは、既知および未知の脆弱性、障害、異常を自動的にテストすることが可能です。

ファジング・テストを使えば、製品がリリースされる前に未知の脆弱性の有無をテストすることができます。複雑で不正な入力がシステ
ム障害やクラッシュを引き起こすかどうか、システムがどのように処理するのかを判断することができます。IAST は既知の脆弱性を検
出し、自社およびサード・パーティから調達する Web アプリケーションやマイクロサービスで使用している API コールのデータフロー・
マッピングを提供します。また、IAST ツールは、チームが通常の開発やテストを行う間に、自動的にセキュリティ・テストを実施しま
す。これらのツールは一般的かつ悪用可能なセキュリティ上の弱点を、アプリケーションをデプロイする前に確実に見つけ出すのに役
立ちます。

APIの可視化と統制が
できていないと、 
重要なシステムや 

機微なユーザー情報の
安全が脅かされます。

質問 1
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質問 4
質問 5
質問 6
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顧客やその他のステークホルダーに対してソフトウェア・ 
サプライチェーンの透明性が確保されていますか？
EO 14028（大統領令 14028 号）は、SBOM の概念に広く焦点を当て、SBOM の価値をソフトウェアの依存関係の適切な管理と関連
付けました。政府機関における SBOM の明確な要件はまだありませんが、NIST は、米国政府のあらゆる機関向けのソフトウェアの
開発者は、SBOM の作成要件を含む NIST 800-218 V1.1 に準拠するための準備をすべきであるとのガイダンスを発行しています。

法的義務の有無にかかわらず、SBOM を保守管理することは、サプライチェーン・セキュリティ・プログラムの成功を左右する重要
なベスト・プラクティスです。アプリケーションの構成内容を完全かつ動的に可視化しておかないと、自社がどのようなリスクにさらさ
れているのかを、自社だけでなくベンダーや利用者も確かめることができません。

例えば、先ごろの Apache Log4j のゼロデイ脆弱性の場合も、普段から SBOM を保守管理している組織は、自社がリスクにさらされ
ているかを即座に判断し、脆弱性が報告されてから数時間後にはリスク軽減に向けた対策を始めることができました。SBOM がなけ
れば、アプリケーション・ポートフォリオ全体をスキャンしてからでなければ身動きがとれません。

パッケージ・マネージャーを分析するだけでは依存ファイルを完全には特定できません。また、作成から数日、数週間、数ヶ月が経っ
た SBOM に頼るのも問題があります。SBOM が効果を発揮するのは、言語や依存タイプ、バージョンにかかわらずコードに埋め込ま
れている依存ファイルの情報を継続的に入力している場合に限ります。SBOM に含めるものはオープンソースだけにとどまりません。
カスタム・コードや商用コードも登録して追跡する必要があります。この種の情報を大規模な環境で可視化できるソリューションは、包
括的な SCA ツール以外にありません。

法的義務の有無にかかわらず、 
SBOM を保守管理することは、サプライ 
チェーン・セキュリティ・プログラムの成功を 
左右する重要なベスト・プラクティスです。

質問 1
質問 2
質問 3
質問 4
質問 5
質問 6

次のステップ
上記の 6 つの質問に答える形で既存のセキュリティ・アクティビティ、ポリシー、手続きを点検することにより、
サプライチェーンのセキュリティ・イニシアティブで弱点となっている領域を特定し、対策への意識を向けること
ができます。サプライチェーンのセキュリティ対策と聞くと難しそうですが、いくつかの明確かつ簡潔なポイント
に分けて考え、弱点であると特定された領域に対して適切なツールとプラクティスを適用して対策をとれば、サ
プライチェーンのセキュリティは容易に達成できます。

サプライチェーンとその関連リスクについての詳細は、シノプシス web サイトの「ソフトウェア・サプライチェーン
のセキュリティ」をご参照ください。現在のセキュリティ状況を分析し、セキュリティ・プラクティスをアップデー
トしていく上で必要な情報をご覧いただけます。

https://twitter.com/SW_Integrity
https://www.facebook.com/SynopsysSoftwareIntegrity
https://www.youtube.com/channel/UC0I_hKR1E-Ty0roBUEQN4Ww
https://www.linkedin.com/showcase/7944784/
http://www.synopsys.com/software
https://www.synopsys.com/ja-jp/software-integrity/solutions/software-supply-chain-security.html
https://www.synopsys.com/ja-jp/software-integrity/solutions/software-supply-chain-security.html
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シノプシスがご提供する統合型ソリューションは、ソフトウェア開発とデリバリのあり方を根底から変革し、

ビジネス・リスクに対処しながらイノベーションを加速することを可能にします。シノプシスは業界随一の

ノウハウを活かし、最適なセキュリティ・イニシアティブの立案と実行をご支援します。シノプシスの製品

ポートフォリオは市場で最も包括的であるだけでなく、サードパーティおよびオープンソース・ツールとの

連携も可能です。このオープンで実利的なアプローチにより、組織は既存のテスト・ツール資産を活用し

ながら個々のニーズに最適なセキュリティ・プログラムを構築していただけます。シノプシスのソリューショ

ンにより、開発者はスピードを落とすことなくセキュアなコードを作成することができます。開発および

DevSecOpsチームはスピードを犠牲にすることなく、開発パイプライン内でテストを自動化できます。セ
キュリティ・チームは先手を打ったリスク管理が可能となり、組織にとって最も重要な問題の修正に集中で

きます。信頼性の高いソフトウェアの構築に必要なものをワンストップでご提供できるのは、シノプシスだ

けです。

詳しくは、www.synopsys.com/jp/software をご覧ください。

日本シノプシス合同会社

ソフトウェア インテグリティ グループ
〒158-0094 東京都世田谷区玉川 
2-21-1 二子玉川ライズオフィス

TEL: 03-6746-3600
Email: sig-japan@synopsys.com
www.synopsys.com/jp/software
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