
DevOps戦術とツールは、IT組織のイノベーショ
ン方法を劇的に変化させている。そして、この変革
の最中に、ITリーダーたちは、セキュリティを新製
品に統合する従来のアプローチでは、高い生産性で
継続的にデリバリを行うソフトウエア開発のスピード
を保つことはできないとの見解に達している。実際、
DevOpsの分野において、従来のプラクティスに依存
する伝統的な「ボルトオン」式セキュリティ技術およ
びマニュアル制御は、すでにスピード、透明性および
全体的なセキュリティの有効性に対する障害としてし
ばしば認識されている。
こうした傾向の中で、一部の企業は、セキュリ
ティ文化、プラクティス、ツールをDevOpsパイプ
ラインの各フェーズに組み込み始めている。これは
DevSecOpsとして知られているアプローチである。

戦略的に展開されたDevSecOpsは、品質と生産性
を向上させ、製品化までの時間を短縮しながら、企
業のDevOpsパイプラインのセキュリティとコンプライ
アンスの成熟度の向上にも寄与する。どのようにして
寄与するのであろうか。ミスが発生しかねない人間の
手作業を、自動化ツールの導入によって、一貫性を
もってタスクを実行する。また同時に、DevSecOps
を導入することで、アプリケーションの変更フローは
DevOpsパイプラインにおいて自由に行われるため、
セキュリティを犠牲にしたり、リスクを高めたりするこ
となく、開発者の自主性と権限を高めることに寄与す
る。

DevSecOpsは、DevOpsの文化と考え方の大きな
進化であることは疑う余地もない。現在のサイバー
セキュリティのアジェンダを破壊するのではなく、長

サイバーおよびそのほかのリスクへのアプローチを強化するため、先進的な組
織は、セキュリティ、プライバシー、ポリシーおよびコントロールをDevOps
の文化、プロセスおよびツールに盛り込んできた。今後、DevSecOpsのトレ

ンドが勢いを増すにつれて、アプリケーションの構想から製品のローンチ、そして運
用すべてのプロセスにおけるアプリケーション開発活動の基本的な要素として、脅威
のモデリング、リスク評価およびセキュリティタスクの自動化を盛り込む企業が増え
ていくだろう。DevSecOpsは、コンプライアンス遵守に着目した活動（通常、開発ラ
イフサイクルの後半に行われる）から製品ジャーニー全体に亘る必須の枠組みとして、
サイバーとリスクマネジメントを根本的に変革する。さらに、DevSecOpsは、それら
のポリシーやベストプラクティスをツールや基盤となるプラットフォームに組み込むこ
とにより、セキュリティをIT組織における責任事項として共通認識させることができる。

DevSecOpsと 
サイバー規制（インペラティブ）
リスク対応を向上、浸透、進化させる
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年に亘って積み上げられてきたセキュリティプロセス、
機能および知見をプラットフォームやツールチェーン
に組み込んでいく。アプリケーション開発と運用の経
験に基づいてDevSecOpsを導入することにより、一
貫性をもってツールチェーンに優れたサイバーセキュ
リティプラクティスを自動的に組み込むことが可能と
なる。
現在、DevSecOpsの傾向は勢いを増し始めたば

かりだ。「2018 DevOps Pulse Report」によると、
Logz.io社が世界中の1,000人以上のIT専門家を対象
に、それぞれの業界におけるDevOpsの現状につい
て調査を行った結果、約24％の回答者が所属のIT組
織がいくつかのDevSecOps要素を実践していると回
答し、ほかの76％は自社のIT組織がDevSecOpsを
実施していない、もしくはまだ実装中であると回答し
たことが分かった。1

注目すべきは、回答者の71％が、DevSecOpsプ
ラクティスに関する実用的な知識の不足を感じている
と回答したことである。2これからの18～24ヵ月の間
に、より多くのCIOや開発リーダーがDevSecOpsの
可能性を模索するにつれて、実用的な知識も豊かに

なっていくだろう。より高度なDevOpsプログラムを導
入している場合は、ガバナンスの実装、自動化する
範囲の最大化および新しいプロセスとツールを使った
DevOpsとサイバーセキュリティスペシャリストの育成

に注力することもできる。
DevOpsの基本的な価値は市場投入までのスピー

ドだ。3セキュリティを開発運用の各フェーズに組み込
まなければ、大きな価値を逃してしまう恐れがある。
開発したすべての製品はテストされ、安全かつ信頼で
きるものでなければならない。社内外のすべてのユー
ザがサイバー上の予期せぬ問題に取組むために時間
を無駄にする必要はない。
セキュリティに対するパッチマネジメントゲームを止
める時が来ている。

DevSecOps の思考

過去10年以上前からIT組織はアジャイル開発を採
用してきた。しかし、多くの企業は、ウォーターフォー
ル開発で行っていた頃と同じサイロ型のセキュリティ
対策を取り続けてきた。4チームベースの機敏なアジャ
イル開発アプローチに基づき、現在ではDevOpsは
end-to-endの開発生産性を大幅に向上させている。
しかし、レガシープロセスとマニュアル制御に大きく
依存しているため、セキュリティ問題は依然として課
題となっている。多くのDevOpsパイプラインでは、
セキュリティは設計機能ではなくボルトオンとして扱
われている。しかし、サイバーの専門知識を持ってい
る開発者やシステム運用者がほとんどおらず、開発や
運用について深い知識を持っているサイバースペシャ
リストがさらに少ないため、単なるボルトオンとして
扱われてしまうと、パイプラインにおけるボトルネック
が発生する恐れがある。その結果、DevOpsチーム
とサイバースペシャリストはパイプライン内で別々に
作業を続け、多くの場合、進行を遅らせてしまうのだ。
このような状況において、CIOおよびDevOpsのリー
ダーたちは、これらのグループが開発と運用のサイク
ルを通して製品のセキュリティを強化するための統一
的なチームとして機能しない限り、完全なDevOpsの
実現ができないことを実感してきた。5

DevSecOps自体は、セキュリティの傾向ではなく、
むしろ過去の「Tech Trends」に書き綴られた進行
中のDevOps革命の一面である。6また、DevSecOps
は、規則やツールの正式なセットというより、むしろ1
つの思想である。DevSecOpsは、DevOpsを実践し
ている企業にセキュリティについての新たな考え方を

アプリケーション開発と
運用の経験に基づいて
DevSecOpsを
導入することにより、
優れたサイバーセキュリティ
プラクティスを、
一貫性をもって
ツールチェーンに自動的に
組み込むことが可能となる。
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提供する。以下のDevSecOpsの特性について熟考し、
現在の開発パイプラインにおけるセキュリティへのア
プローチをどのように変えるのかを考えてみよう。

• 共通目標に向けたオープンコラボレーション：
DevSecOpsは、成功を測定するための共通の予
測と指標を作成する。これにより、セキュリティアー
キテクチャと協働し、ビジネス上優先順位の高い
活動にフォーカスすることができる。

• ソースにおけるセキュリティ：DevSecOpsは、セ
ルフサービスセキュリティ機能を備えており、セキュ
リティガードレールを築くことができるほか、チー
ムが結果を監視し、ターゲットとしたフィードバック
を提供することを可能にする。また、アプリケーショ
ン開発サイクルの早期の段階でサイバー脆弱性を
発見することで、デプロイの直前または直後の手
直しの手間を省くこともできる。

• 自動化の強化：定期的なタスクを自動化すること
で、DevSecOpsは統合されたプロセスフローを統
制し、予防制御の要素を埋め込み、継続的な監査
証跡を作成することができる。

• リスク指向の運用と実用的な洞察：DevSecOpsを
開発パイプラインに組み込むことで、運用上の洞
察と脅威インテリジェンスを利用して、プロセスフ
ローを進め、優先順位づけを行い、改修に関する
レコメンデーションを向上させることができる。も
はやコードだけに頼る必要はなく、よりリスクベー
スのテストアプローチを取ることができる。

• セキュリティ対策方針への全体的アプローチ：統
合されたフレームワークがパイプラインとアプリ
ケーションの両方を保護することにより、実稼働環
境全体に亘って、より包括的なend-to-endの防御
を実現できる。

• 事前モニタリングと再帰的なフィードバック ：自動
化された継続的なテストは、問題が深刻化する前
にそれを特定することができる。さらに、開発者は、
蓄積・収集したログ情報を活用し、学習と革新を
推進することができる。

• 自動運用セキュリティ：運用セキュリティのいくつ
かの面に対する可視性が制限される可能性がある
ため、セキュリティ監査を監督しているCIOは、セ
キュリティ管理者たちが正確に仕事を遂行している
と仮定（期待）しなければならない状況に陥る。
そのような状況下で、Security-as-codeはより効果

的なアプローチを提供する。コンテナ化およびパブ
リッククラウドインフラの自動化のような新しい手
法が、セキュリティとコンプライアンス監査を、より
少ない労力で、確実にかつ一貫性をもって行うこと
を可能にする。

• 運用エンジニアリング：人間が一連のプロセスを
行う場合、侵入を検出して対策を取ることに数日も
かかってしまう恐れがある。しかし、コンテナ内の
安全なinfrastructure-as-code環境、もしくはパブ
リッククラウド/コンテナ化された環境では、設計さ
れた対応機能により、トラフィックが自動的かつ即
時にリダイレクトされる。また、検査のためのノー
ドのフリーズ、オペレータへの通知、新しいインス
タンスの立ち上げもすべて自動的に行われる。

まとめると、DevSecOpsの要素は、全体的なセキュ
リティ品質の向上、生産性の向上およびコンプライア
ンス問題の軽減に役立つ。さらに重要なことは、高
い生産性をもつ開発環境における従来のセキュリティ
のボトルネックを打破し、DevOpsの可能性を最大限
に引き出すことである。

4つの面におけるDevSecOps

DevSecOpsは、セキュリティ文化、プラクティス
およびツールを組み込み、DevOpsパイプラインの各
フェーズにおける可視性、コラボレーション、および
俊敏性を引き出す。企業は、セキュリティアプローチ
をカスタマイズし、独自のサイバーアジェンダと製品
ニーズをサポートしているが、DevSecOpsイニシア
ティブは通常4つの面で支えられている。

 
• ヒト：セキュリティをDevOpsパイプラインに統合
するとき、ヒトは依然として最も効率的（もしくは
非効率的）な資産であることを忘れてはいけない。
従来のウォーターフォールモデルでは、開発、セキュ
リティおよび運用の各チームがサイロ化されてい
た。DevOpsに移行しても、各チームは、しばらく
の間、同じように動くかもしれない。このような伝
統的な障壁を打破することこそ、DevSecOpsジャー
ニーの最初でかつ最も重要なことであろう。サイロ
化の状況を迅速に識別、改善し、DevSecOpsチー
ム内で共通の目標を決め、オープン性、透明性、

131

DevSecOpsとサイバー規制（インペラティブ）



図 1

DevSecOpsとは
DevSecOps は、DevOpsプロセスの各段階にセキュアな文化、プラクティス、およびツールを取り入れた
変革的な動きである。
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Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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オーナーシップおよび説明責任を包括するイノベー
ションの文化を推進するよう努めよう。人的資源の
階層は分離されたままかもしれないが、開発文化
はプロダクトベースになり、プロダクトチームによっ
て導かれていくだろう。各責任当事者（dev、sec、
ops）がプロダクトの成功の重要な要素となってい
る。
小規模のチームから始めることも重要である。
小規模のチームが徐々に成長して結束していく。成
功すれば、ますます多くのチームが企業内全体で
DevSecOpsプラクティスを自ら採用し、展開してい
くだろう。DevSecOpsの拡大につれて、プロダクト
チームはますます自立し、独自のセキュリティ上の

課題を特定し、安全なプロダクト提供のために自
動的に方向性を修正することもできるようになる。
DevSecOpsの副産物として、サイバーセキュリティ
のスペシャリストが開発の重荷となるものについて
理解を深め、セキュリティ機能のバックエンド自動
化の促進に貢献できることが挙げられる。同様に、
サイバーセキュリティアプローチをより深く理解して
いる開発チームは、将来を見越して安全なコーディ
ングプラクティスを採用することができる。どちら
の場合も、結果として効率の向上につながるので
ある。

• プロセス：速度と品質がDevSecOpsの鍵であるこ
とを肝に銘じ、サイバーセキュリティのニーズを犠
牲にせず、手動のプロセスをできるだけ単純化する

よう努めるべきである。開発とデプロイの速度が以
前と比較して大幅に向上したため、セキュリティソ
フトウエアの開発プロセスはより工場に類似する仕
組みになるべきである。そうでなければ、安全なソ
フトウエアのデプロイを指数関数的に加速させるた
めの努力も持続できなくなるかもしれない。
一貫したアプローチに従った標準化された開発

プロセスの作成を考えてみよう。これは「シフトレ
フト」というセキュリティプロセスのコンセプトが重
要になる。7例えば、顧客のセキュリティニーズを理
解するためにデザイン思考を取り入れてみる。コー
ドの最初の行が記述される前に、サイバーレジリ
エンスをアプリケーションに組み込むために、脅威
モデリングのストーリーボードをソフトウエアの変
更に実装する。また、アプリケーションがパッケー
ジ化される前に、静的コードスキャンを統合開発
環境に組み込む。「シフトレフト」との考え方にや
や余分な労力がかかるかもしれないが、そのほか
の多くの発生し得るセキュリティ侵害や作業のやり
直しを防ぐことができる。一言で言えば、手動によ
るセキュリティの「ゲートキーパー」の遅延をなく
すために、サイバーセキュリティの要件を直ちに検
討し、それらの検討をできるだけ設計の早い段階
に移行することが重要なである。

• テクノロジー：DevOpsの導入により、開発チー
ムが納期を短縮するためのクラウドベースのソ
リューションが数多く生み出された。幸いなこと
に、サイバーセキュリティソフトウエアも歩調を合
わせようとしている。例えば、各種パイプライン
ツール⸺testing-as-code、security-as-code、
infrastructure-as-code、compliance-as-codeな
ど⸺が手動によるセキュリティ活動の必要性をな
くし、開発生産性の向上に貢献している。このよう
なツールが適切なプロセスで実装されると、開発
チームとセキュリティチームがより統合され、欠陥
コストが低減し、パイプライン全体における品質を
保つことができる。これらの新しいセキュリティツー
ルを全社にリリースする前に、特定のプロダクト
チームでテストしながら、テクノロジーのデプロイ
に段階的なアプローチをとることを検討するべきで
ある。

• ガバナンス：ガバナンスという用語は一般的に設
計の分野で用いられるが、DevSecOpsの世界にお
けるサイバーセキュリティのガバナンスについては2
つの考え方がある。

DevSecOpsの
副産物として、
サイバーセキュリティの
スペシャリストが開発の
重荷となるものについて
理解を深め、
セキュリティ機能の
バックエンド自動化の促進に
貢献できることが挙げられる。
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－　マイクロレベル（プロダクトチームを中
心に展開する場合）：DevOpsにサイバー
セキュリティを組み込むことで、ガバナ
ンスの効果を高めることができる。まず、
DevSecOpsは、設計段階から統一された
ツール群と自動化されたコントロールを使
用する一貫性の高いプロセスを必要とする。
これは、必要なコントロールに対する監視
とテストを容易にする。実際、コンプライア
ンスチームと管理チームのニーズを満たすよ
うなDevSecOpsプロセスを設計することで、
テストプロセスを徐々に自動化し、開発者
のリソースを解放することができるようにな
るだろう。チケットリストの取得、サンプル
の選択、複数のシステムから関連するすべ
ての監査証跡の特定は、開発者の数日間も
の時間を費やしてきたが、compliance-as-
codeの活用により、この一連のプロセスを
数分にすることができる。

－　マクロレベル：DevOpsは、IT組織の仕組
みを一変させた。一部の企業では、IT運用

チーム⸺従来は、上級管理職＋管理職
＋エンジニアの構成⸺は徐々に管理職の
数が少なくなり、アーキテクチャやエンジニ
アによってサポートされているような、より
フラットな階層へと移行している。同時に、
ガバナンスが不十分なIT環境を運用するこ
とに対するペナルティも増大している。これ
は、ITプロジェクト全体を見据えたガバナ
ンスがこれまで以上に重要になっているこ
とを意味している。自社ブランドの成功は、
DevOpsを使用して開発されたプロダクトに
ますます依存するようになってきている。

ほかのITプログラムと同様に、DevSecOpsはより
広範なIT戦略と直接結びつける必要がある。つまり、
ビジネス戦略と結び付ける必要があるということであ
る。DevOpsプログラムがITおよびビジネス戦略を支
援しているのであれば、同時に「Sec」を盛り込むべ
きである。一言でいうと、この活動は、サイバーの成
熟度を向上し、DevOpsプログラムを作り直す手間を
省くのに役立つ。
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アメリカ国立アレルギー・感染症研
究所（NIAID）は、感染症、免疫学
的疾患およびアレルギー性疾患の予
防に関する研究を実施、支援するこ

とで、我々の安全を保っている。NIAID内のIT組織
は「将来性」にフォーカスし、重要な研究プロジェ
クトに携わる研究者およびスタッフにタイムリーかつ
安全なサポートを提供している。この組織はソフトウ
エアソリューションの迅速な提供を保証するため、す
でにDevOpsを導入しているが、機密の健康データ
保護の要求により、随所でセキュリティの自動化を必
要とすることとなり、DevOps の次のステップである
DevSecOpsへの進歩を促した。

NIAIDのソフトウエアエンジニアリング部門のチー
フであるJoe Croghan8は、次のように述べた。 
「DevSecOpsの技術的プラクティスと文化的プラ
クティスについて考えた。文化的な部分は最もやり
がいがあると思う。あなたはチームに透明性を求
め、間違いを認めて、絶えず変化するように求める
が、これは関係者に大きな負担をかけてしまうのだ」。
Croghanは、急速な変化に直面するとき、生産性を
維持するために変化が必要不可欠であると考えてお
り、それによって彼のチームは安全なプロダクトをもっ
て、迅速に要求に応え続けてきた。

NIAIDのテクノロジーソリューションの提供にあた
り、急速に変化するセキュリティ環境の既存の課題
と相まって、ソフトウエアのリリースサイクルが長い
ことがボトルネックとなっていた。CI/CD、自動テス
ト、infrastructure-as-codeといったDevOpsプラク
ティスの実装は、ソフトウエアのデリバリにかかるリー
ドタイムを短縮し、重大な欠陥の修正にも役立った。
Infrastructure-as-codeのプラクティスは、アプリケー
ションやサーバの設定など、セキュリティをいくつか

の側面から検査することによって脆弱性を軽減するこ
とができる。また、Fortifyのようなセキュリティスキャ
ンツールをDevSecOpsパイプラインに統合すること
で、コーディングの脆弱性の発生をいち早く防ぐこと
ができる。
「私たちが常に抱えているセキュリティの課題は一
貫性があり、予測可能である。セキュリティポリシー
を体系的な枠組みにも組み込んでいる」とCroghan
は語った。「DevSecOpsアプローチを実装することで、
対象を調査し、特定の一貫したセキュリティプロトコ
ルを適切な個所に導入することができる。これらの手
法を使うことによって、サーバの信頼性を保つことが
でき、問題があってもコードを変更すればすぐに修正
できる。」
来年、CroghanはチームのDevSecOpsの推進力

を維持するために不可欠な、文化上および管理上の
調整ポイントをいくつか特定していこうと考えている。
スタッフと顧客は新しいアプローチの価値を認識し、
新しいアプリケーションのデプロイのスピードに満足
しているという。ソフトウエアエンジニアリングチー
ムは1ヶ月に250を超えるアプリケーションの自動デ
プロイを実現した。しかし、Croghanは文化を変え、
より多くのバリューの創出を目指している。 「これか
ら1年後もまた新しい技術を採用し続けると思う」と
彼は言った。「しかし、私たちは仕事のやり方を変え
なければならない。DevSecOpsの文化は、常に測
定し、再評価し、そして変更することだ。」Croghan
の目指す変革のためには、DevSecOpsフレームワー
ク内で安全なコードのデリバリに関する従業員教育を
実施することによる行動の変革、ソフトウエア配信、
セキュリティおよび開発生産性に対する顧客の期待を
超えていくことが必要である。
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アメリカ食品医薬品局はセキュリティ
と安全性について最も重要視してい
る。毎日、同機関の17,500人の従
業員がアメリカの食料供給、医薬品、

医療機器、化粧品などの製品の安全性を確保するた
めに努力を続けている。最近では、プロセスの加速
が求められる中、同機関のチームがスピードと安全
性の適切なバランスをとるように力を尽くしている。
このミッションの重要性を考えると、FDAはITシス
テムのセキュリティ、プライバシー、そして安定性を
迅速にサポートする必要がある。このため、生物製
品評価研究センター（CBER）は、製品開発プロセ
ス全体に亘るセキュリティへのアプローチを再設計す
るという意欲的なDevSecOpsイニシアチティブを立ち
上げた。このプロジェクトはまだ初期段階にあるが、
その目的はとても明確だ。1）事後に扱うのでなく、
セキュリティを事前に構築する、2）可能な限り自動
化を実現する、3）機関の開発文化を敏捷性とスピー
ドを重視するものに変える。

ITプロジェクトマネジャーのChristopher Kiemによ
ると、DevSecOpsの導入は、すべてのプロジェクト
の開始時から、全員が共通認識をもって作業可能と
する、有意義な機会を提供した。 「私は、初日にオ
ペレーション担当がセキュリティに関する知見とガイ
ダンスを開発者に提供することを依頼する。それによ
り、継続的な会話のループを生み出し、互いに学び
あうことができる。」
このプロジェクトのループには、セキュリティ自動
化ツールからの入力も含まれている。静的コード分
析ツールは、セキュリティ問題に関するソースコード
をスキャンすることができる。アプリケーションスキャ
ナーは、オープンソースのライブラリファイルのセキュ
リティの問題を確認することができる。問題が検出さ
れると、すべてのツールは開発者とDevSecOpsエン
ジニアの問題解決のために問題をオープン化するこ
とができる。

これらのDevSecOpsツールは、開発プロセス全体
を合理化し、パイプラインを加速することができる。「プ
ロジェクトマネジャーが新しいシステム要件を考え出
したときに、重要な開発ツール、プロセスおよび自
動化がすでに整っている状態だ。」とKiemは語った。 
「これにより、プロジェクトマネジャーは迅速に決定
を下すことができる。私たちの目標は、作業の効率
性に悪影響を与えてしまう面倒な会議、電子メール、
様々なやりとりを排除することだ。」
現在、CBERは戦略に含める様々なパーツ（データ
標準、規制ルール、サブミッションタイプ、関係者な
ど）を識別するための分析を実施している。この計
画は、すでに存在しており、かつ活用可能なDevOps
の要素の特定もできる。今後数ヶ月以内に、CBERの
ITリーダーたちはセンターの経営層に戦略を発表し、
彼らの意見を求め、スポンサーシップを確保するため
に計画を提示するだろう。「プロジェクトの支援を受
けたら、テクノロジーのニーズを評価し、パイプライ
ン整備の計画を策定しようと思う。」とKiemは言った。 
「また、現在のインフラのギャップを埋め、優先事項
をサポートするDevSecOpsアーキテクチャを設計する
ために、ITパートナーとも緊密に連携していこうと思
う。」

Kiemが言及した優先事項は、ソフトウエア開発
と強化された製品セキュリティに限らない。実際、
DevSecOpsを使用して、彼はコアシステムを再設計
することでコストを抑えるための機会を見つけた。「公
共部門と民間部門の間で、ITの支出を減らす機会が
あると思う。セキュリティと品質を向上させるための
開発プロセスの再設計を機にテクノロジーの空間を
固めることができる。物事が十分に開発されたパイプ
ラインで順調に進み、ユーザが望む製品をリリースす
るときは、安全性の低いレガシーシステム、大規模
なツール群、およびそれらをサポートし、強化させる
ための時間がすべて要らなくなる。これらを取り除く
ことによって、コストも抑えられる。」9
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我々は、ほかの多くの産業組織と同様に、運用の効率化や新製品、製品、市場への推進力として、デジタルへ
の依存を高めてきた。我々は常に先進的なビジネスを実施していたが、2017年にグローバルなサイバー攻撃を
受け、数十ヶ国にある港とオフィスのネットワークが影響を受けた。その結果、同社はさらにデジタル技術に対す
る注力度合いを高めている。攻撃からの復旧の過程で、サーバおよびネットワーク基盤の再構築、6万台以上の
デバイスの新しい共通標準への移行、グローバルオペレーティングシステムの更改、アプリケーション全体のスタッ
クの復元、世界で最も自動化されたターミナルの再開といったコアIT機能の再構築を、わずか数週間で実行した。
我々は現在、業界のあらゆる企業の中で最も標準化された環境、つまりデジタルビジネスのペースで変化をもた
らすことができる基盤を保持している。

絶えず変化するサイバー世界の中で、Maersk社の将来に亘る成長を支えることができる、さらに安全で信頼性の
高いインフラを構築している。我々は、継続的インテグレーション（CI：Continuous Integration）、継続的デプ
ロイメント（CD：Continuous Deployment）プロセスに静的および動的解析プロセスを組み込んだツールチェー
ンの自動化に焦点を当てている。我々は商用環境にデプロイメント後のモニタリングの仕組みを採用し、プログ
ラムコードの記載から本番環境へのデプロイまで、全く人手を介さずに実現している。これにより、組織全体に
いくつかの興味深いチャレンジを投げかけている。製品のリリースをいつにするか。急速な実装の流れと変化に
おいて、どの時点で新しいバージョンと宣言するか。現在、私たちは、これらのコンセプトを検討するためにか
なりの時間を費やしているが、これはDevSecOpsにおける重要な核となる議論である。

我々は、CISOにインフラのギャップ調査と、ギャップへの対応策の検討を依頼した。過去2年間に我々が行ってき
た主要事項の1つは、リスクに対するガバナンスを中央のコーポレート機能からCISO機能に移行することである。
CISOは、ポリシーの作成とその展開を担う。私は、彼らに「何もリスクが存在しない」と考えているビジネス領
域のドアを蹴破ることを期待している。なぜなら「何もリスクが存在しない」ことはあり得ないからである。CISOは、
ビジネスオーナーと協力して慎重な決断を実施する。ビジネスオーナーは、彼らのビジネス機能に含まれる顕在
化したリスクにどのように対処するかを決定することができる。それは、協議的なアプローチであるものの、規
制力のある協議である。

そのため、我々のCISOは、監査委員会における常任の委員ではないものの、四半期ごとの会議において、彼ら
の議題は必ず存在する。我々の監査役会において、毎回サイバー関連のトピックが含まれる。我々は、委員会
にて外部インターフェースへの攻撃の数、侵入、すべてのインシデント、そして次に主要なインシデントを表す図
を示す。これは、我々が何をしているかを示すためではなく、我々のプロセスが機能していることを実演するため
である。外部インターフェースへの攻撃が1週間に200回から800回になったなら、彼らは我々に質問をすべきで
あるし、それらが侵入の増加と理解した場合は、我々とその増加をどのように扱うべきかを話し合う場を設ける
べきである。将来の攻撃を阻止できなかった場合には、抑制と回復が最低限となることを、ITリーダーと同様に
技術者以外も理解することを求めている。彼らの支援があれば、与えられるダメージの量を抑制し、回復を早め
ることができる。

このような環境では、従来のウォーターフォール開発、DevOps、統合されたツールチェーン、そしてアジャイル
デリバリの、どれかが正しいアプローチと結論づけることはできないと考えている。我々は未だにテクノロジーや
ITライフサイクル機能を中心とした伝統的な計画－実行型の構造にて組織・人員を組成している。しかし、我々は、
製品、プラットフォームおよびイニシアティブに合わせたDevSecOpsモデルに社員を配置する。これにより、すべ
てのビジネス分野があらゆる分野のすべての活動を通じて得られた改善効果を得られることになる。人々が立ち
戻るための機能的な場所がなければ、絶えず人々とプロセスが混乱し、改善することに失敗する。例えば、私
はグローバルチーム全員が自動回帰テストを解決することは望まない。

そこで我々は、チームメンバがタスクを完了するために必要なツール、思考およびモデルを提供するCOE（Center 
of Excellence）を開発した。このモデルにより、アプリケーションをより近代的で多様な方法で展開しながら、成
熟度とケイパビリティを向上させることに成功した。

私の見解
ADAM BANKS, CHIEF TECHNOLOGY AND INFORMATION OFFICER  
AND CHIEF DIGITAL OFFICER, MAERSK



ただし、このモデルは、リーダーシップのすべての人がテクノロジー組織の固有の価値を理解している場合にの
み機能する。我々はデジタルビジネスカンパニーであり、テクノロジーが正しく動作しないとビジネスも機能しな
い。そのため、ビジネスリーダーは、問題の原因を理解する必要がある。単一のチームとしてプレイするには、
テーブルの周りのすべてのプレイヤにある程度の信頼、風通しの良さ、そして強い気持ちが必要である。我々は、
それを達成している。私がテクノロジー予算の削減を提案した際に、私の同僚がそれはあまりに多くの価値を見
逃していると反対したのである。私は、このことこそが、全員で目指したい目標、それはつまりセキュリティと
DevSecOpsがビジネスの成果にどのような影響を与えられるかを完全に理解していることであると考えている。

私の目標は、エグゼクティブテーブルにいる誰もが数年間でテクノロジー機能をリードできるようになることであ
る。これは、運用とその基盤となるテクノロジースタックの安定と、ビジネスリーダーが一歩踏み込んでその責任
を率先するのに十分に技術に精通していることを示す。しかし、実際に結果を確認するとすれば、テクノロジー
の実現に関する責任が、販売や基幹業務と同様に重要であることが認識されるよう役割を担う努力をしているか
否かであろう。我々は、順調に歩んでいる。
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2017年時点で、2億5,400万人以上のアクティブアカウント保有者と75億件以上の支払い取引がある我々にとっ
て、セキュリティと信頼は我々のすべての行動の中心であり、顧客が期待するところである。そのため、我々は、
セキュリティを戦略的なビジネス優先事項として扱い、開発ライフサイクル全体を通して、製品コードの開発、リリー
スおよび保守の基礎として、デフォルトですべてのレイヤに統合する。

私にとって、DevSecOpsは、高品質で安全なソフトウエアを開発するために必要なツールを開発者に提供するだ
けでなく、デフォルトで安全な製品を構築する文化を築くことも意味している。我々の顧客基盤において、トラン
ザクションボリュームは急速に増加し、その規模でセキュリティをスケールする必要がある。2017年時点で、我々
には、4,500人の開発者、5,000万行のコード、1ヶ月に100万件のビルド、2,600のアプリケーション、9つのア
ベイラビリティーゾーン、2,300億ヒット、そして1日あたり42,000回のバッチ実行があったのである。我々は開発
者がこのスケールを達成できるようにするために、彼らのコードとその結果に対してできるだけ多くのコントロー
ルを与えている。開発者に柔軟性と自律性を提供するのであれば、セキュリティについて高い意識を持つ人材の
基盤を構築することが重要である。我々は、製品の成功には、開発、セキュリティおよび運用について同等の理
解が必要であることを開発者が把握できる文化を醸成することに努めた。それが我々の「ジャーニー」であった。
高速のコードリリースを可能にしながら、セキュリティ、可用性、品質のニーズを満たすことである。

「ジャーニー」の開始時点でアジャイル手法を採用し、現在はDevSecOpsに移行している。アイデアからコードの
リリースまでのすべてのステップを開発者にとってスムーズにするツールを提供することによって、開発と運用のバ
ランスを模索している。我々は、推奨されたツールスイート、セキュリティペネトレーションテスト、自動有効化
されたセキュリティ管理、脅威のモデル化、自動スキャン、そのほかの機能を含む「見識のある道筋」を開発者
が自由に使用できる権利を与えている。しかし、開発者は特定のツールスイートを使用することを強制されるべ
きではないと考えているため、我々は「見識のある道筋」以外を通り、独自のスタックを持ち込むことができる
自律性を与えている。我々は、セキュリティ、可用性および品質基準を満たしながら、コードを展開するために
必要なツールとプロセスを提供する。DevSecOpsフレームワークの下で作業する方法は、開発者にとってより良
いパフォーマンスと生産性をもたらす。また、DevOpsパイプライン内にリスクベースの考え方とプロセスを取り入
れた結果、潜在的な脆弱性が減少し、製品のセキュリティ標準を維持する改善が見られている。

我々の主な焦点は、実質的にハンズフリーで維持できる開発、運用およびセキュリティツールの自律的な仕組み
を立ち上げることである。それは、スキャンとend-to-endのテストを分単位で実行し、パッチを自動化して展開し、
潜在的な脆弱性を定期的に特定し、アプリケーションが構成変更や開発時のベンダインターフェースの更新を含
む標準を満たしていることを確認できるという驚異的な価値がある。これらのプロセスを自動化することは、すべ
てのデプロイとプロセスにおいて同じセキュリティと品質基準を担保し、スピードと一貫性を保ちながら20万ノー
ドを超える仕組みを拡張するための鍵である。

セキュリティとコンプライアンスの自動化は、関連分野でも有用であった。我々は200を超える世界市場で事業を
展開していることから、自動化に重点を置くことで、法的およびコンプライアンス上の義務やポリシーの複雑さへ
の対処が容易となった。我々の事業の性質上、セキュリティと信頼は、引き続き我々の中核機能であり優先事項
である。どんな規模の会社であるかは問題ではない。セキュリティをコアとして構築すれば、ビジネスに良い影
響を与えるであろう。

私の見解
WES HUMMEL, VP OF SITE RELIABILITY ENGINEERING, PAYPAL
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さあ、はじめよう
DevOpsパイプラインにセキュリティを埋め込むことは、あまりにもストレートな提案に見えるかもしれない。結
局、DevSecOpsがセキュリティに関する一つの考え方であるなら、それをDevOpsファクトリにデプロイするのも
簡単だろう。少なくともDevOpsを完全に習得した人にとってはそうだろう。ほかのすべての人と組織にとって、
DevSecOpsプラクティスの開発は、まだ初期段階にある既存のDevOpsイニシアティブのもう1つの取組み事項と
なるだろう。例えば、GitLabの2018年グローバル開発者レポートによると、DevOpsの経験について約5,300人
のITプロフェッショナルに調査を実施した結果、回答者の35％が自社のDevOps文化は「ある程度確立されている」
と回答し、DevOpsを開発方法まで確立したと回答したのは23％に過ぎなかった。10

DevSecOpsの機会を探求するとき、セキュリティについてだけでなく、それらが現在のDevOpsの取組みにどのよ
うな影響を与える可能性について考えながら、以下のことを自分自身に問いかけてみよう。

セキュリティの専門知識を持つ開発者を雇う必要があるのか

必ずしも必要というわけでない。まず、セキュリティの専門家と開発者のナレッジをコードの規定として定義
する。次に、DevSecOpsのトレンドが進むにつれて、既存の人材を育成することが最適なオプションとなり得る。
この方法は、各分野から長年に亘って得られた重要なビジネス上の知見を維持できるし、その上セキュリティ
の専門知識を持つ開発者および開発スキルを持つセキュリティ専門家の需要が高く、採用（および維持）す
ることがますます困難になる状況にも対応できるだろう。11

DevSecOpsによってパイプラインが遅くなることはないか

おそらくその心配はいらない。DevSecOps以前にセキュリティ制御を行っていなかった場合、効率性のトレー
ドオフがあるかもしれない。しかし、DevSecOpsには以下の2つの大きな効率性の利点がある。

1）DevSecOpsパイプラインにセキュリティを組み込んでもウォーターフォール方式より高速なパイプラインが
得られる。
2）脆弱性は時間の経過とともに軽減され、効率が向上するため、DevSecOpsも時間の経過とともに速くなる。
自動制御されたパイプラインを通して、開発者はより自由を得ることができ、必然的にプロダクトの開発に注
力することができる。

DevSecOpsはコンプライアンス要件と相性が良いのか

良い。DevSecOpsはコンプライアンス維持の負担を軽減するのに役立つ。理想的なDevSecOps状態では、
セキュリティ監査、監視、および通知は完全に自動化される上、継続的に監視されるため、コンプライアン
スも強化される。
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DevOpsプロセスがまだ成熟していない。DevSecOpsガバナンスを確実に拡張するにはどうすればよいのか

計画を立て、ストーリーボードを作成し、小さく始めよう。持続可能かつ拡張可能なDevSecOpsガバナンス
は一般的に以下のコンポーネントを有している。

• すべての機能横断型チームにおいて明確に定義された役割と責任 
• 組織がDevOps環境でのアプリケーション開発のペースに追いつくことを可能にするDevSecOps固有のポリ
シーおよび手順

• パイプライン全体にわたり、脆弱性を減少させ、ヒューマンエラーの頻度を下げる自動化セキュリティツール
• DevSecOpsにおいて、ソフトウエア開発のライフサイクル全体を通じて自動監査証跡を作成するセキュリティ
監視および通知システム。これにより、コンプライアンスレポートも促進される。

• セキュリティメトリクスの継続的な監視。DevOpsチームのセキュリティ意思決定を改善するのに役立つ。

要点
高品質のプロダクトをより早く出荷するというニーズの高まりにより、DevOpsのプラクティス
がソフトウエア開発の分野において、現在の位置づけまで高められた。DevOpsの自然な進
化において、DevSecOpsのトレンドはCIOとその開発チームに、ツール、プラクティスおよび
自動化の新しい組合わせを提供し、同時に、安全な開発と運用の実現を支援することができ
る。
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DevSecOpsとは、多くの企業で取組みが進んでい
るDevOpsの進化形態の一つであり、本編にて説明
のあった通り、DevOpsの方法論にセキュリティの概
念を入れた方法論である。DevOpsがソフトウエア開
発のアジリティの確保のための開発と運用の統合だ
とすれば、DevSecOpsは、そのDevOpsの仕組みの
それぞれのプロセスにセキュリティ対策の仕組みを統
合させることにより、よりセキュアかつスピーディなソ
フトウエア開発を実現することを目的としている。セ
キュリティ対策に関するアプローチは「侵入をされな
いように堅牢な仕組みを築く」から「侵入されること
も視野に入れ、いかに早く検知して、被害を最小限
にとどめるか」にシフトしてきており、その対策その
ものも随時開発や運用にフィードバックが必要なも
のとなっている。このため、DevOpsに対してセキュ
リティの概念を取り込むことはセキュリティ対策自体
の強化という意味でも非常に有用である。DevOps
は、グローバルでは、スピードやチャレンジ性を求め
られるシステム領域（System Of Engagementの領
域）において積極的に採用されている。一方で、日
本におけるDevOpsの浸透率については、グローバ
ルと比較してかなり低いのが現状である。日本のユー
ザ企業におけるソフトウエア開発の内製化の比率は
低く、開発エンジニアの所属もSIベンダなどのITサー
ビス提供側企業に偏重している。このためソフトウエ
ア開発の環境や手法はSIベンダに依存していること
が多く、ユーザ企業側でソフトウエア開発のアジリティ
を求めてDevOpsの導入を試みようとしても、その実
現が難しいのが実情である。日本企業の中でもデジ
タルトランスフォーメーション推進に積極的な企業は、
DevOpsを取り入れ、ビジネスニーズに迅速に対応し
続けている。さらには新しいビジネスモデルの創出や、
新しいユーザサービスの開発にチャレンジを続けてい
る企業もある。しかし、その先進企業の中において
でもDevSecOpsの取組みにチャレンジしている企業
となるとその数はかなり少ない。
グローバルにおいても、日本においても、開発、
運用、情報セキュリティのそれぞれのチームや組織は
縦割り状態で運用されていることが多い。そのため、
DevSecOpsの導入を実施するには、開発、運用、セ
キュリティの３つの縦割り組織のそれぞれの目標、文
化、仕組みをDevSecOpsの考え方を利用して再構築

する必要がある。異なる組織の文化や考え方の変革
が伴うため、時間をかけて取組んでいくべき試みであ
る。日本企業が欧米諸国の企業をはじめとしたデジ
タルトランスフォーメーション先進企業の圧倒的なス
ピード感に追従していくためには、一刻も早くこの変
革の着手にとりかからなければならない。そのため
にはまず、ユーザ企業側で開発や運用のためのプラッ
トフォームを整備し、ソフトウエア開発環境・プロセ
スの主体を持つことが最初のステップではないだろう
か。

前述のような状況ではあるが、SoE領域のシステ
ム環境の整備やアプリケーションの開発等を中心に、
DevSecOpsの導入にチャレンジしている日本企業も
存在している。そうした事例をいくつか紹介したい。
あるIoT機器メーカーでは、コアビジネスである機
器の製造・販売とは別に新規ビジネスとして、機器
によって収集されたデータの統計情報を公開・提供
するデータサービス事業をスタートしている。データ
サービスとして公開されるのは統計情報取得のため
のAPIである。このAPIは、様々な新製品の発売や、
IoT製品バージョンアップによる収集情報の変化等に
対応するため、高い柔軟性と変更に対するスピード
が求められる。一方で統計的な情報ではあるが、個
人が測定したデータをもとにして市場に公開するサー
ビスであるため、情報セキュリティの面においても信
頼できる仕組みを整備し続ける必要があった。このよ
うな背景から、これらを統合的に検討していくため、
DevSecOpsのチームを立ち上げて検討を重ねていく
方針とした。専門組織として、組織横断的なプラット
フォーム開発企画チームを立ち上げ、DevSecOpsの
検討を開始、今日に至っている。DevOpsチームに
セキュリティの担当者を組み込み、DevOpsの仕組み
やプロセスに対して、入れ込むべきセキュリティ要素
を検討し、変革を推進している。初期検討は終了し
ており、まさにデータサービスの提供が開始され、グ
ローバル展開を順次推進中である。
ある金融サービス企業では、金融サービス業界に

おしよせている顧客接点の変化やその変化によるビ
ジネスモデルの変革などに対して勝ち残っていくため
に、CTOのミッションの変革に着手した。従来の機能

デジタルトランスフォーメーション
を促進するDevSecOpsの導入

日本におけるDevSecOps
への取組み

日本のコンサルタントの見解
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改修やバージョンアップのスピードでは新しいビジネ
ススピードに太刀打ちできないと判断し、アジリティ
の確保を最重要課題にあげつつ、強固かつ堅牢なイ
ンフラの構築を目指すことをCTOのミッションとして
定義し、変革に着手している。一方で顧客データを
取扱うため、セキュアなプラットフォームとして信頼
性を確保し続ける必要もあり、それらを統合して検討
することができるDevSecOpsの導入とプラットフォー
ムの整備を推進している。当該プラットフォームに基
幹系のシステムを順次マイグレーションするとともに、
APIによるサービスを開発し、様々な他金融商品やサ
プライヤとの連携も容易に可能とし、新しい顧客体
験の提供に向けて現在も推進中である。
ある機器メーカーでは、これまでの機器の製造・
販売から様々なサービスを提供する次世代プラット
フォームとしてAI、IoT、API等のプラットフォーム整
備を進めており、それぞれのプラットフォーム開発に
DevOpsチームを立ち上げ推進している。当初、情
報セキュリティに関しては、独立したチームとして専
属のチームが存在し、プラットフォームに対する共通
のセキュリティ指針を検討していた。しかしそれぞれ
特性の違うプラットフォームに対して共通のガイドライ
ンや仕組みを定義することは難しく、効果的な指針
が作成できない課題が生じていた。そこで、個々のプ
ラットフォームの特性や扱うデータ等により、個々に
最適化したセキュリティ方針、仕組み、プロセスを定
義して導入を進めていく方針に変え、ぞれぞれの基
盤のDevOpsチームにセキュリティ担当を参画させる
ことによりDevSecOpsチームを編成し、プラットフォー
ムの開発を実施している。このように、それぞれのプ
ラットフォーム毎に最適化を図りつつDevSecOpsの
導入を推進している事例もある。
こうしたDevSecOpsへの取組み事例は、それぞれ
の業界がおかれている状況や企業が取組んでいる領
域により、その適応内容も規模も導入方法も様々で
ある。DevSecOpsの導入に際しては、業界の動向や
自社の現在のITの状況、取組み、ITリソースの分析、
競合他社の動向といったそれぞれの企業が現在置か
れている状況や環境を分析・把握した上で、適切な
方法を模索してアプローチを開始することが重要と考
える。

日本企業のITの現場を再構築
先に述べたように、DevSecOpsを導入するために
は、ITシステムのアジリティの確保というゴールに対
し、開発、運用、セキュリティをいかに個々のプロセ
スに統合するかを検討していく必要があるが、すでに
多くのITリソースが存在する組織内で、会社や組織の
全IT領域を対象として、3つを統合するアプローチは

非常に困難のように思える。スモールスタートから成
功体験を重ねて拡張して立ち上げていくのがよいので
はないだろうか。ここでは、それを体現するにあたり
考慮すべき点を述べておきたい。

・新しい領域のITで始める
DevSecOps導入における最初の取組み対象として

ふさわしい対象システム・機能群を特定した上で導
入を開始することは非常に重要である。当然ながら、
システムのアジリティが求められる領域での導入をし
ていくのが望ましい。またこれまでのIT組織のチーム
の中で運用を開始するよりは別の組織としてアプロー
チしていくことのほうが推進しやすいケースが多い。
これまでのITシステムの開発、運用、セキュリティ
とは違う文化を形成するためのチャレンジであるた
め、既存のシステムの開発・運用・セキュリティ管理
の方針の影響が強い組織やチームで推進を開始する
ことは、非常に困難を伴う。

・  DevOps検討当初からセキュリティの担当を参画さ
せる
開発・運用・セキュリティを高度に統合していくに

あたり、まずはDevOps（開発・運用の統合）から
検討をスタートするというアプローチを実施する組織
も多いが、セキュリティ担当者は当初から参画させて
おくことが望ましい。どの段階でどのようなセキュリ
ティを確保するかを検討するためには、開発・運用
プロセスへの理解が必要となる。残念ながら日本企
業においてセキュリティチームは、開発や運用のチー
ムとは別チームとなっていることが多いため、そのプ
ロセスや課題などを共有しつつ、徐々にDevSecOps
の形を作り上げていくプロセスが非常に重要である。

・  社内の共通認識を醸成（ロールアウト）する
DevSecOpsの導入推進を実施しても、人の文化や
過去の経験、働き方を急に変えるというのは難しい
ものである。特に現場主義の日本では、トップダウン
施策としてDevSecOps導入を進め、即座に期待通り
の成果を出すことは非常に難しく思える。ある特定の
導入しやすい領域において、現場主導にて成功体験・
変革を断続的に続けていく中で、徐々に社内の共通
認識が醸成され、組織全体にDevSecOpsの考え方
が浸透していくことが、組織内でのDevSecOpsの定
着に向けて必要なステップだと考えられる。

DevSecOpsとは、単にITの取組みや仕組みだけで
なく、顧客向けのサービスの品質、信頼性、安全性
を高度に保ちながら、サービス提供と継続的改善の
スピードを速める取組みであり、その本質は、これま
でサイロ化されてきた組織のプロセスや文化の統合
である。
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日本のユーザ企業のIT組織における内製化率の低
さや縦割り組織構造などの課題も非常に多く、この
取組みに対して真剣に検討を実施していかなければ
ならないが、もしDevSecOpsを実現できる組織が出
現したとしたら、その組織は、異なる文化を統合し、

継続的に学習する活気のある組織を作り出すことに
成功した組織である。そのような組織こそがイノベー
ションでほかを圧倒し、さらには産業をリードし続け
るような組織に成長できるのではないだろうか。
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