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Coverity による DevSecOps への
SAST 統合

DevSecOps への移行で直面する課題
深刻なソフトウェア・セキュリティ・インシデントが報道を賑わせ、ソフトウェア・デリバリの迅速化に対する要求も高まる中、
開発チームとセキュリティ・チームにとってソフトウェア・セキュリティの向上とアプリケーション開発の迅速化を両立できるスト
ラテジーの作成が急務となっています。こうした背景から登場した DevSecOps は、セキュリティとスピードの両方に対するニー
ズの高まりに応えようとする IT 文化の大きなシフトの表れといえます。
最近発表された Gartner 社のレポートによると、DevSecOps プラクティスを導入している開発チームの割合は 2017 年の

15% から 2021 年には 80% まで上昇することが予想されています[1]。また、このレポートでは DevSecOps イニシアティブに
オープンソース・コンポーネントおよび商用パッケージのセキュリティ脆弱性 / 構成に対する自動スキャンを導入している大企
業の割合が、2016 年の 10% 未満から 2019 年には 70% 超へと大きく伸びることも予想されています。アプリケーションのセ
キュリティを改善しながら開発の迅速化とコスト削減を図るため、企業の間では DevSecOps イニシアティブ導入の動きが急速
に広まっています。
プロジェクトのスケジュールが厳しさを増す中で、既に多くの開発チームが DevOps メソドロジーを導入しています。しかし
こうしたアジャイル手法においてセキュリティ・テスト・ツールをソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）に統合しようとすると、
以下のような課題に直面します。
• セキュリティの問題を特定、修正する作業が開発チームの担当となるにもかかわらず、セキュア・コーディングについて十分な
経験を持つ開発者が少ないこと。スキル・レベルの異なる開発者がセキュリティ上の弱点を短時間で特定して修正できるよう
にするには、一貫性があり繰り返し可能なプロセスが必要ですが、その作成が開発チーム・リーダーの大きな負担となって
います。
• 伝統的なセキュリティ・ツールおよび手法の役割が曖昧になっており、SDLC が以前ほど明確でなくなっていること。ウーター
フォール型開発をやめて反復型の継続的プロセスに移行する企業が増えていますが、従来のセキュリティ・テスト・ツールや
手法の多くはこうしたプロセスに適しません。また、テクノロジー・スタックにはオープンソース・コードを含め幅広いフレー
ムワークや言語が含まれており、これらがまとめてコンパイルされます。
• 時間のかかるテスト・ツールしか使用した経験がないため、多くの開発者がセキュリティ・テスト・ツールは DevOps 文化のペー
スに適合しないと誤解していること。SDLC に統合できないツールは、DevSecOps イニシアティブおよび開発プロセスをサ
ポートするどころか妨げになってしまいます。
アジャイル環境でセキュアなアプリケーションを開発する際に直面する上記の課題に対処するには、DevSecOps イニシア
ティブの一環としてスタティック・アプリケーション・セキュリティ・テスト（SAST）を統合および自動化する必要があります。

用語の定義
新しいテクノロジー・トレンドには新しい用語がつきもので、DevSecOps も例外ではありません。セキュリティおよびエンジ
ニアリング・チームが開発環境を刷新しようとしても、こうした業界用語が作業の妨げとなってしまうことがあります。ここでは、

DevSecOps に関してよく使われる（そして誤用も多いと思われる）いくつかの用語の定義を示します。
• DevOps：
「システム指向アプローチの文脈の中でアジャイル / リーン・プラクティスを導入し、迅速な IT サービス・デリバリ
を重視」[2] する IT 文化。
• DevSecOps：
「開発者からほとんど透過的な形でセキュリティを DevOps ワークフローの複数のポイントに統合し、DevOps
およびアジャイル開発環境のチームワーク、機敏性、スピードを維持」[3] したモデル。
• 継続的インテグレーション（CI）：「チーム内の各メンバーがそれぞれの成果物を頻繁に統合するソフトウェア開発プラクティ
ス。通常は各メンバーが 1 日 1 回は成果物を統合し、全体的として 1 日に何回も統合が行われる。統合のたびに自動的に
ビルド（テストを含む）が実行され、統合エラーがただちに検出、検証される」[4]。
• 継続的デリバリ
：
「ソフトウェアをいつでも本番環境にリリースできるような形でソフトウェアをビルドするソフトウェア開
（CD）
発手法」[5]。CD は継続的デプロイの意味で使われることもあります。これは継続的デリバリを更に拡大し、1 日に何回もソフ
トウェア・アップデートを自動的に本番環境へデプロイするというプラクティスです。
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CI/CD にテスト自動化ソリューションを統合
ソフトウェアのデリバリを迅速化するために、
ソフトウェア開発チームは CI/CD を利用しています。この CI/CD パイプラインの
早期段階にセキュリティ・ソリューションを統合してテストを自動化すると、開発のスピードを犠牲にすることなくすべてのビル
ドをスキャンしてセキュリティ上の弱点と脆弱性を見つけることができます。従来のソフトウェア・セキュリティ手法では、SDLC
の終盤にダイナミック・アプリケーション・セキュリティ・テストを実行していましたが、DevSecOps はこれとは一線を画します。
開発の機敏性、スピード、複雑さが増すのに伴い、セキュリティ手法にもそれに合わせた変化が求められています。従来
のソフトウェア・セキュリティ手法では DevOps 開発環境についていくことができません。このため、これまで以上に高度なテ
スト自動化ソリューションを SDLC の複数のポイントに統合することの必要性が高まっています。静的解析セキュリティ・テスト
（SAST）を SDLC の早期段階で自動的に実行することには、以下のように多くの利点があります。
• テスト・サイクルの短縮によるソフトウェア・デリバリの迅速化。アプリケーション全体を数時間〜数日かけてスキャンするので
はなく、コードの一部を頻繁にスキャンできる SAST ソリューションも登場しています。
• 修正コストの低減。ソフトウェアの不具合は SDLC の早期段階の方が容易に発見でき、修正のためのコストもかかりません。
自動化したテスト・ツールなら、早期の検出と修正が可能です。
• セキュリティ・スタンダードの一貫した適用。自動化した静的解析を CI/CD パイプラインに統合すると、企業全体で一貫性の
あるセキュリティ・ガイドラインを定義および適用できます。
静的解析を SDLC の早期段階に CI/CD パイプラインに統合すると、アプリケーション・セキュリティ・テストは時間とコスト
のかかる重荷ではなく、DevSecOps の成功に欠かせないツールとなります。
シノプシスの SAST ソリューションは、SDLC の早期段階を含め、いくつかのステージで使用できます。これらのソリューショ
ンを組み合わせることにより、セキュアで高品質なコードをより迅速にビルドして DevSecOps の目標を達成することが可能に
なります。
シノプシスの SAST ツール

DevSecOps 機能

Coverity 静的解析

高精度で包括的な静的解析を IDE および CI ツールに容易に統合可能。効率と機敏
性を損なうことなく、コードに潜むセキュリティ上の重大な弱点を発見します。

Coverity Connect

共同課題管理プラットフォームの Coverity Connect 上で開発者がセキュリティ上の
弱点をトリアージできます。Coverity Connect が提示する修正ガイダンスに従って、
セキュリティ不具合を見つけてパッチを適用できます。

SecureAssist

IDE とシームレスに統合し、コーディング時にリアルタイムでセキュリティ上の弱点を
指摘します。

効率を損なわずセキュリティを強化
Coverity 静的解析は 10 種類を超える言語をサポートしており、重大なセキュリティ上の弱点や品質の問題を SDLC の早期に
検知します。前述のように、不具合は SDLC の早期段階の方が容易に発見でき、修正のためのコストもかかりません。Coverity
は CI パイプラインに容易に統合できるほか、変更されたコード部分のみをスキャンする機能や効率的な脆弱性修正管理機能
も備えており、スピードが要求されるワークフローに適しています。

DevSecOps プラクティスでは、環境の変化に応じて最適なプロセスを見つけることが推奨されます。Coverity は納期の変更
やセキュリティ要件などさまざまな要因に応じて解析の種類を選択できるため、ユーザーは解析方法を柔軟にカスタマイズし
て最適な結果を得ることができます。
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セキュア・コーディングにスピードをプラス
Coverity には、最先端の DevSecOps ストラテジーに最適な差分スキャン機能があります。差分解析は、最後に解析を実行
した後に変更されたコード（およびその変更の影響を受けるコード）部分を解析する機能で、セキュリティ・テストにかかる時
間を短縮します。差分解析の結果はフル・スキャンの結果と完全に一致し、この結果を保存してから次の解析を開始します。こ
のように、変更されたコードおよびその影響を受けるコード部分をスキャンし、その解析の終了地点から次のスキャンを開始
する差分解析では、スキャンを実行するたびにプロジェクトが前進します。
コードの変更部分だけをスキャンするもう 1 つの機能に、高速デスクトップ解析があります。差分解析とは異なり、高速デス
クトップ解析は前回の解析結果を考慮しません。また、差分解析ではスキャンごとにベースラインが前に進みますが、高速デ
スクトップ解析では毎回同じベースラインからスキャンを開始します。
「常時解析（Always On Analysis）」オプションを有効にす
ると、高速デスクトップ解析がバックグラウンドで常時実行されます。高速デスクトップ解析の結果はフル解析結果と完全には
一致しませんが、重大なセキュリティ情報に関してほぼ即時にフィードバックが得られる利点があります。
時間があれば、アプリケーション開発チームは Coverity を CI ツールと統合してフル解析を実行できます。フル解析では、
コードベースがコンプライアンスに違反している場合、ビルドが中止されます。Coverity ではセキュリティ・チームがポリシー
やセキュリティ・スタンダードをカスタマイズでき、事前に定義したセキュリティ要件を満たしていないとプロジェクトが SDLC
の次のステージへ進めないように、Coverity がゲートとしての役割を果たします。

プリコミット

高速デスクトップ
解析

コミット

差分解析

ビルド

テスト

デプロイ

本番環境

フル / カスタム解析

図 1：CI/CD ワークフローへの Coverity の一般的な統合ポイント
スキャンのたびに完全なビルドを実行する必要がない場合は、差分解析または高速デスクトップ解析でコードの一部だけを
スキャンすることにより、開発チームは短時間で頻繁にスキャンを実行できるようになり、アジャイル・ワークフローを維持した
ままアプリケーション・セキュリティを高めることができます。以下に、差分解析と高速デスクトップ解析の違いをまとめます。
差分解析
アーキテクチャ

高速デスクトップ解析

Forward incremental ：解析を実行するたび

Baseline incremental ：毎回同じベースライ

にコードに関 する情報が保存され、この解析

ンから一時的な解析を実行します。次に完全

の終了地点から次の解析が開始されます。

なベースライン・ビルドを実行して変更を統
合するまで、データは一切保存されません。

同じコードベースの一連のバージョンを解析

コードの変更をコミットせずにデスクトップ

する場合に使用

で手早くテストする場合に使用

所要時間

数十分（最高速度はフル解析の約 50%）

数秒〜数分

フル解析結果との

100%

約 80 〜 90%

ユース・ケース

一致率
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DevSecOps で最も困るのが
誤検知の問題です。
誤検知が多いと本当の脆弱性
を見つけるのに時間がかかり、
開発チームとセキュリティ・
チームから機敏性や効率が
損なわれてしまいます。
このように、Coverity 静的解析のスキャン機能は DevSecOps の条件を満たしていますが、それだけでは不十分です。解析
を実行後、すぐに正確な情報が得られ、セキュリティ上の弱点を修正する際にボトルネックが生じないような SAST ソリュー
ションであることが求められます。

SAST の解析結果が左右する DevSecOps イニシアティブの成否
SAST スキャンを実行すると、開発チームとセキュリティ・チームにはセキュリティ不具合の一覧が提示されますが、この情
報が得られるまでの時間はツールによって異なります。また、ツールによっては解析結果が不安と混乱を引き起こすだけのも
のもあります。そうではなく、実践的な情報が必要十分に提供され、ワークフローを自動化でき、開発者がセキュリティの不具
合を短時間で修正できるような解析結果であることが求められます。Coverity の解析結果は精度に定評があり、アジャイルな
修正プロセスによる解析をサポートしているため、DevSecOps プラクティスを強化できます。

DevSecOps で最も困るのが誤検知の問題です。誤検知が多いと本当の脆弱性を見つけるのに時間がかかり、開発チームと
セキュリティ・チームから機敏性や効率が損なわれてしまいます。Coverity は Forrester Wave™ : 静的アプリケーション セキュリ
ティ テスト、2017 年第 4 四半期の SAST ソリューション部門で最高の精度を達成しており、貴重な時間を本当のセキュリティ
不具合の修正に費やすことができます。
このように Coverity の解析結果はアプリケーション・セキュリティ・チームにとって十分な精度がありますが、修正に必要な
時間とコストを削減するには、検出されたセキュリティ上の弱点を迅速かつアジャイルなワークフローの中で修正できるかどう
かも重要になってきます。Coverity のバッチ解析を利用すると、個別にテストを実施しなくても個々の不具合の原因を特定で
きます。Coverity は個々の不具合がどのコード変更によって生じたのかを特定し、Coverity Connect の自動アサイン機能を使
用してこれらの不具合を適切な開発者に自動的にアサインします。

Coverity Connect はコール・グラフ・テクノロジーを使用してソースからシンクへのデータ・フローをトリアージするため、開
発者は即座に不具合を見つけることができます。特定された弱点に関しては、その具体的な修正方法もガイダンスとして提示
されます。より迅速な修正が必要な場合、アプリケーション開発チームはスクリプト・ベースのクイック・フィードバックを受け
取ることもできます。CI ジョブに添付された HTML ファイルを見れば、プロジェクト全体で見つかったセキュリティ上の弱点を
一覧形式で手早く確認できます。この方法ではトリアージ情報や修正ガイダンスは得られませんが、時間の余裕がない場合に
も解析結果を柔軟に受け取ることができます。
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以下に、スキャン結果を開発者に伝達する 2 つのメカニズムをまとめます。
開発者に対するスクリプト・ベースの

Coverity Connect によるフル解析

クイック・フィードバック
チェッカーの有効化

場合による

すべて

頻度

非常に高い（コミットのたびに毎回）

プロジェクトが CD に近付くにつれ、頻度
が低下

結果の提示方法

静的 HTML ファイルを CI ジョブに添付

Coverity Connect による自動アサインお
よび開発者への解析結果プッシュ通知

トリアージのサポート

なし（特定の脆弱性を誤検知として指定

あり

することなどは不可能）
ポリシーの適用

ビルドを中止

Jenkins プラグインまたは SonarQube の
CD クオリティ・ゲートによりビルドを中止

Coverity Connect に対する
CPU サーバー負荷

低〜なし

中

実装される Coverity コマンド

cov-format-errors

cov-commit-defects

このように Coverity では解析方法と解析結果の提示方法を柔軟に選択できるため、開発チームとセキュリティ・チームは納
期の状況に応じて最適な方法で結果を得ることができます。たとえば納期が迫っている場合は高速デスクトップ解析とスクリプ
ト・ベースの解析結果を利用し、納期に余裕がある場合はフル解析を実行して Coverity Connect による完全な解析結果を受
け取るといったことが可能です。どの方法を選んでも、チームはそれぞれのワークフローに合わせて Coverity の解析を最適な
形に調整できます。

DevSecOps ストラテジーの実行
DevSecOps を導入してセキュアなアプリケーションを短期間でビルドすることが標準となりつつある中、アジャイルで迅速な
ソフトウェア・デリバリをサポートしたセキュリティ・テスト・ツールが求められています。Coverity なら、解析の最初から修正
作業の最後まで一貫して DevSecOps プラクティスを適用できます。解析段階では、開発チームとセキュリティ・チームは納期
までの余裕とセキュリティ要件に応じてどのスキャンを実行するかを選ぶことができます。スキャンが完了したら、Coverity は
セキュリティ上の弱点を適切な開発者に自動でアサインします。Coverity の解析結果は精度が高いため、開発者は誤検知に煩
わされることなく本当の脆弱性の修正に専念できます。
さまざまな種類のセキュリティ脆弱性に対処するため、多くの企業が SAST 以外にも各種テクノロジーを導入しています。シ
ノプシスのソフトウェア インテグリティ グループは、Coverity（静的解析）、Black Duck（ソフトウェア・コンポジション解析）、

Defensics（ファズ・テスト）、Seeker（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）など幅広い種類の脆
弱性をカバーした製品群をラインナップしており、これらは SDLC のさまざまなステージに統合できます。
CI/CD を導入したばかりの企業も、既に CI/CD プラクティスを確立している企業も、シノプシスのツールとサービスをご利用
いただくことで、セキュアで高品質なソフトウェアを短期間でビルドできるようになります。CI/CD マチュリティ・アクション・プ
ラン（MAP）では、企業の人材、プロセス、テクノロジーを詳細に評価した上で、企業の CI/CD 能力および DevSecOps スト
ラテジーの構築または成熟に向けた具体的なプランとロードマップを作成します。これに関連して、導入 / 運用立ち上げサー
ビスも提供しており、ツールの選択からパイプラインとポリシーの設計、プロジェクトのオンボーディングまでを支援します。ま
た、2 回目以降はこのプロセスを独力で実施していただけるよう、セキュリティ・チャンピオンのトレーニングも実施します。
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スピードとセキュリティのどちらも犠牲にできない現在、DevSecOps を導入するとこれらのニーズを同時に満たすことがで
きます。DevSecOps を成功させるには、納期やセキュリティ・スタンダードの変化に合わせて解析方法を選べるアジャイルな
テクノロジーが必要です。シノプシス製品を CI/CD パイプラインに統合することによって、企業はセキュリティ解析のスピード、
一貫性、深さを自由にコントロールできるようになります。

シノプシスのソフトウェア・セキュリティ/品質

ポートフォリオ
Black Duck
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図 2：シノプシスのソフトウェア・セキュリティ / 品質ポートフォリオ
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シノプシスの特色
シノプシスのソフトウェア インテグリティ グループは、企業がリスクを最小限に抑えながらスピードと生産性を最
大限に高め、安全で高品質なソフトウェアを構築できるよう貢献します。シノプシスは、アプリケーション・セキュリ
ティのリーダーであり、静的解析、ソフトウェア・コンポジション解析、動的解析ソリューションを提供しており、独
自のコード、オープンソース・コンポーネント、およびアプリケーションの動作における脆弱性や欠陥を迅速に見つ
けて修正します。業界をリードするツール、サービス、専門知識を組み合わせることで、シノプシスは DevSecOps
におけるセキュリティと品質を最大化し、ソフトウェア開発のライフサイクル全体にわたって組織を支援します。
詳しくは、www.synopsys.com/jp/software をご覧ください。
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