
・ウェブ・アプリケーションの入力、状態変更要求、影響を受けやすい機能を解析することによって、安全第一のテストにカスタマイズします
・スキャニング・ペイロードは1人のユーザに相当するので、パフォーマンスの劣化がありません
・ライブコードの代わりに良性のインジェクションを使用することによるデータ整合性の保証
・パフォーマンスに影響を及ぼすことなく全てをカバーするスキャンのカスタム・チューニング

アプリケーション・セキュリティ業界のリーダーであるWhiteHat Security社（アメリカ）の WhiteHat Sentinel 製品ファミリーは、企業がソフト
ウェア開発ライフサイクル(SDLC：Software Development Life Cycle )全体にわたってスケーラブルなアプリケーション・セキュリティ・プログラ
ムを迅速に展開することを可能にする、SaaS(software-as-a-service)プラットフォームです。

２４時間ｘ３６５日、Webアプリケーションセキュリティ分析の専門家がユーザー企業のサイトをウオッチ！

拡張性

リスク傾向解析

世界最大の脅威リサーチチームがユーザのサポートを行う他に類を見ないSaaS型「DAST/SAST」

増殖し続ける脆弱性の常時リスク評価により下記を提供します:
・新たに発見された脆弱性のアラート
・経時的なセキュリティ対策の改善を特定するためのメトリック
・ウェブ・アプリケーションに対するコード変更の自動検出と評価

他の製品やソリューションでは不可能なこれらの手法により、ユーザの手を煩わせることなく、企業のクリティカルなデータを保護し、コンプライアンスを保証し、
完全なウェブ・セキュリティを提供します。導入によってセキュリティ対策コストも総合的に大きく削減できることにより、既に、大手のeコマース、金融サービス、
ヘルスケア企業など、規制が厳しい業界のサイトを含め、数万のウェブサイトを日夜管理しています。

検証済みの優先順位が付けられた結果により、誤検知がなくなり、
修復プロセスが合理化されます:
・リスクごとに脆弱性を優先順位付け、順位が高い問題に対処
・問題を修正するための明確な措置と通知
・誤検知のトリアージをなくし、貴重な開発者の時間とリソースを節約

・修復ガイダンスについてユーザはTRCのセキュリティ・エンジニアへの直接アクセスが可能
・特定されたそれぞれの脆弱性について具体的なアドバイスをするセキュリティ専門家への24時間365日のアクセス
・脆弱性エクスプロイトの概念実証、オンデマンドであらゆる脆弱性を再テスト
・リスク体制のアクティブ管理

管理者や経営者に分かり易い脆弱性検査結果及び傾向の報告

WhiteHat Security脅威リサーチセンター(TRC: Threat Research Center)は、あらゆる脆弱性を継続的に検証して実質的に誤検知をなくす業界トップのセ
キュリティ専門家からなる専任チームです。TRCは、ユーザ企業のセキュリティ・チームの延長として機能し、ユーザが修復や総括的なセキュリティ対策に集
中できるようにします。（専門性や時間を要する、「Webアプリケーション脆弱性の検査やそれらの分析」をWhiteHat社のTRCに任せることによるコスト削減）。

ほぼゼロの誤検知

世界最大の「WhiteHat脅威リサーチセンター」によりWebセキュリテイ監視・管理レベルの精度を上げ、コストの圧倒的削減！

あらゆる環境に適合し、開発のペースに合うように拡張することが可能です:
・新興企業からFortune 500企業にわたる顧客
・数万サイトの同時評価
・1週間当たり数百万の脆弱性処理能力

セキュリティ対策に必須な継続的評価

Sentinel 製品ファミリーの主な特長

WhiteHat Security Index(WSI)は、アプリケーション・セキュリティ全体をモニター・管理するための1つのスコアを用いた、ウェブサイト・セキュリティのロバスト
ネス(堅牢性)についての視覚的な概要を瞬時に提供します。このスコアは、広範囲にわたるインジケータデータから計算され、当社の豊富なインテリジェン
ス・メトリックの経験と様々な業界における幅広い顧客層に基づいており、すべてのウェブサイトにわたるアプリケーション・セキュリティの状態を正確に反映
します。WSIの知見により、リスクを低減し、時間を節約し、アクティビティの優先順位を付け、全体的なセキュリティを改善することができます。

（毎月の脆弱性傾向）

（脆弱性に対する毎月の修正・改善の傾向）

ウェブサイトの数またはウェブサイトの変更頻度にかかわらず、あらゆる要求に応えるように拡張することができます。脆弱性評価はピットクルー方式で実行さ
れるので、他に類を見ない効率性と脆弱性のカバーを実現します。 WhiteHat Sentinel 製品は、常に攻撃者の視点で考えることにより、悪者がエクスプロイト
する前に脆弱性を発見し、ユーザが脆弱性を修正するのを支援します。スケーラブルなアプリケーション・スキャニング・プラットフォームと世界最大の脅威リ
サーチチームの「手作業」を組み合わせることにより、誤検知はほぼゼロで、脆弱性がある箇所を特定します。

安全な試験

WhiteHat Security Index（WSI)

Webアプリケーション脆弱性検知精度の向上とセキュリティ対策コストの削減に！

データは分かり易くグラフ化され、一目で脆弱性の傾向が分かります。

WhiteHat Security 社が世界に誇るこのユニークなチームが、スキャナだけでは実現できない「専門チームの手作業」による脆弱性の検証や下記のサポート
を提供することによって、いかなるアプリケーション・セキュリティ・プログラムよりも効果的かつ効率的であることを保証します。

リアルタイムデータと履歴データを追跡して、経時的なリスクを測定します：
・一目で分かるリスクの評定と脆弱性解消の進捗の表示
・ユーザ企業のセキュリティ・プロファイルを同業界の他の組織と比較
・“最もセキュアな/最もセキュアでない”ウェブ・アプリケーションが一目で分かる可視性

最新のセキュリテイ脆弱性解析技術と専門チームの「手作業」の相乗効果により
あらゆる脆弱性の分析と対策を業界最高の精度でアドバイスします！

文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。

(TEL) 03-5817-3655 (代)
www.cornet-solutions.co.jp

Copyright 2019 Cornet Solutions K.K.



インターネット

情報システム
ネットワーク

Threat 
Research
Center
（TRC)

WhiteHat社
テストセンタ

海外

公開Webアプリ
ケーションサーバ

F/W
公開サーバでの試験

サテライト（VPN)

サテライト（VPN)

開発環境での試験

第三者の試験環境

F/W ＃２F/W ＃１
VPN

非公開Webアプ
リケーションサー

バ

Webアプリ
ケーション
サーバ

F/W

Case #1 

Case #2 

Case #3 

（オンプレ/クラウド）

（オンプレ/クラウド）

VPNサテライト（VPN) :
WhiteHat社とＶＰＮ接続するための

ＶＭware上で動作するソフトを乗せたサーバ

スキャナ

ＦＷの設定変更が必要

ＦＷ＃１，２の設定変更が必要

DASTトポロジー

P

E

S

E

BE

/

BE 

En

t

検証済みの優先順位が付けられ
た結果により、誤判定をなくす

√ √ √

継続的な評価 √ √ √

PCIコンプライアンス √ √ √

スケーラビリティ （企業全体） √ √ √

WhiteHat Security社のエンジニ
アへの直接アクセス

√ √ √

安全な試験 √ √ √

フォーム・トレーニング
（ログイン、クレデンシャル）

√ √

複数ユーザ権限レベルの認証テ
スト

√

ビジネス・ロジック・テスト √

DAST製品の種類

・BEは、あまりクリティカルではない簡易的なウェブサイト向けの基本ソリューションです。
・BE Enterpriseは、あらゆる環境向けのスケーラブルな「ベストバリュー」ソリューションです。

1) Sentinel Dynamic “ DAST（Dynamic Application Security Test )”製品

＊ビジネス・ロジック・テスト（１回/ライセンス）
Sentinel PEの契約者は、ビジネス・ロジック脆弱性を見つけるための特別テストを受けることがで
きます。このテストには以下が含まれています。
・WhiteHat Security社のエンジニアが開発・実行するカスタマイズされたテストスキームの作成。
・ウェブ・アプリケーション、ユーザ、役割、カスタム・ビジネス・ワークフローの策定。
・役割やユーザごとのアカウント権限の特定と検証。
・ビジネス目標や目的に基づいた脆弱性の優先順位付け。

ユーザ権限レベル毎の試験と厳しいコンプライアンス要件を有するミッションクリティカルな常設ウェ
ブサイト向けで、すべてのSE機能、ビジネス・ロジック・テスト（下記）が含まれます。

（未改善・未修正脆弱性の傾向）

・必ずしもミッションクリティカルではない常設ウェブサイト向け。
・全てのBE機能、およびログインに関与する問題のテストが含まれます。

３） Sentinel BE（ Baseline Edition ）/
BE Enterprise（ Baseline Edition Enterprise）

１） Sentinel PE（Premium Edition）

２） Sentinel SE（Standard Edition)

（未改善・未修正脆弱性の総数）

（脆弱性の総計）

（Webサイトの状態

（最も脆弱性があるサイト）

データ管理
サーバ

（総サイトの脆弱性平均） （業界平均） （グローバル平均）

文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。Copyright 2019 Cornet Solutions K.K.



ソフトウェア・コンポジション解析(SCA)は、コードに組み込まれているサードパーティのライブ
ラリを特定することを可能にし、各ライブラリのライセンスに関する情報を提供し、アップグレー
ドするべき古いライブラリを特定し、これらのサードパーティのライブラリやオープンソースコー
ドに存在することが既に知られているあらゆる脆弱性を検出・修復することを可能にします。

ソフトウェア・コンポジション解析(SCA）により、アプリケーションで使用されているオープンソー
スコードをより深く理解することができます。SCAレポートには以下が含まれています:

オープンソースコードライブラリの利用がソフトウェア開発時間を大幅に削減できることは周知
の事実です。企業は、アプリケーションの開発においてオープンソースライブラリを採用してい
ますが、当然リスクが伴います。

アプリケーションの脆弱性やウェブ・アプリケーションのセキュリティ体系全体を完全に理解す
るためには、使用しているサードパーティのライブラリに対する詳細な可視性が必須です。

(最も共通した脆弱性の種類）

（脆弱性の存在日数と改善・修正されるまでの統計）

４） Sentinel Source
・ソースコードを直接スキャン。
・様々なコード言語をサポート。
・ソフトウェア開発ライフサイクル(SDLC)との包括的な統合。

2) Sentinel Source  “ SAST（Static Application Security Test ) “製品

・可視性:  コード内のサードパーティのコンポーネントを容易に特定
・正確な検出: サードパーティのライブラリにおけるセキュリティ問題を発見
・自信を得る: 自信を持ってサードパーティのコードを利用

ソフトウェア・コンポジション解析(SCA： Software Composition Analysis)機能

サードパーティのライブラリに何が潜んでいるかを発見する

主なメリット

SAST

(Source)
Mobile

検証済みの優先順位が付け
られた脆弱性結果により、誤

検知をなくす
√ √

知的財産を保護 √ √

詳細な脆弱性レポート √ √

初期段階でのリスク修復 √ √

企業全体にわたって
スケーラブル √ √

無制限の査定・評価 √ √

使いやすさ √ √

柔軟な評価・査定の設定 √ √

広範なリポジトリ・サポート √ √

複数ユーザ権限レベルの
認証テスト √ √

SAST製品（Source)と
モバイルアプリ脆弱性試験製品（Mobile)

サードパーティのライブラリには、よく知られていない特定が困難な脆弱性が多く含まれている
場合があり、こうした脆弱性は、複雑性が増大し続けるソースコードに隠れています。一部のセ
キュリティ問題をタイムリーに特定するのは困難であり、オープンソースコードの使用は、エン
タープライズ・アプリケーション、最終的にはビジネスを危険にさらす可能性があります。

・使用されているすべてのライブラリのアプリケーションごとの内訳
・各ライブラリのライセンス情報
・古いライブラリに関する情報
・これらのライブラリにおけるCVE番号 (Common Vulnerabilities and Exposures)の特定

* SCAにより、サードパーティのコードを安全にかつ自信を持って利用でき、リスクをもたらすことなく、アプリケーションを市場に投入するまでの時間を短縮
することができます。

スキャナ

スキャナ

開発環境での試験

第三者の試験環境で

F/W ＃１

VPN

ソースコードを乗
せたリポジトリ
サーバ

ＦＷ＃１，２の設定変更が必要

サーバを非公開にしたい場合

（オンプレ/クラウド）

VPN

SASTトポロジー

スキャン結果

ソースコード及
び実行ファイル

を検査

（オンプレ/クラウド）

WhiteHat社
テストセンタ 海外

インターネット
サテライトVPN(スキャナ)によるスキャン

ソースコードは送らず、スキャン
結果のみ送信。ポータルサイトか
らの閲覧を可能にする

サテライト（ＶＰＮ）

F/W

Case #4 

Case #5 

サテライト（VPN) :
WhiteHat社とＶＰＮ接続するためのＶＭware上で動作

するソフトを乗せたサーバ

F/W ＃２

Threat 
Research
Center
（TRC)

データ管理
サーバ
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・モバイル・アプリケーションの動的な解析、静的な解析、手作業の評価を利用可能。
・ウェブ・アプリケーションは複数あるが、モバイル・アプリケーションは1、２個しかない場合、業界トップのモバイル・テストを用いてクリティカルなアプリケーションをセキュリティ保護。
・ソースコードを中央サーバにアップロードすることによって、アプリケーションを継続的に評価。
・モバイル・アプリケーション・コードにおけるセキュリティ問題や脆弱性を特定。
・ソースコードで使用されているすべてのサードパーティ・ライブラリの内訳、これらのライブラリの脆弱性、ライセンス、品質の詳細も提供します。
・誤検知がほぼゼロの、検証済みですぐに利用可能な結果を取得。
・TRCは潜在的なあらゆる脆弱性を検証し、ユーザが検証済みのバグや欠陥の修復作業に集中し、リソースを節約できるようにします。
・高度なデータ解析と役割ベースのレポートを使用して、リスク体制に対する可視性を獲得。
・傾向や主要な統計値をモニターする高度な解析機能を提供。
・ユーザはSentinelポータルから直接、TRCエンジニアにコンタクトして、脆弱性に関する質問をし、修復ガイダンスを得ることができます。

WhiteHat Security社について
2001年に設立され、カリフォルニア州サンタクララに本社を置くWhiteHat Security社は、アプリケーション・セキュリティのリーダーであり、企業がクリティカルなデータを保護し、コン
プライアンスを保証し、リスク管理することを可能にします。WhiteHat Security社は、攻撃者の目を通して アプリケーション・セキュリティにアプローチするという点で異なっています。
既に10年以上にわたり培ったテクノロジーやインテリジェンス・メトリック、及び経験豊富なセキュリティ技術者等の判断を組み合わせることにより、業界で他に類を見ない規模と正確
さで完全なウェブ・セキュリティを提供します。当社のフラッグシップ製品であるWhiteHat Sentinelは、現在、大手のeコマース、金融サービス、ヘルスケア企業など、規制が厳しい業
界のサイトを含め、数万のウェブサイトを管理しています。
WhiteHat Security社の詳細については、www.whitehatsec.comをご覧ください。

WhiteHat Sentinel Mobile - モバイル・アプリケーション評価のための包括的なアプローチ

・iOS (Objective C)とAndroid (Java)の両方をサポート。
・知的財産(IP)の保護を保証。
・IDE、バグ追跡システム、CIサーバと統合、ALMツールを始めとする
モバイルソフトウェア開発ライフサイクルとの統合を提供。
・脆弱性についての詳細な説明や修復ガイダンスを提供。
・バージョン、ライセンス情報、任意の既知の脆弱性など、コード内の
サードパーティのライブラリを特定するソフトウェアコンポジション解析
が含まれています。

Sentinel Dynamicはモバイル・ブラウザをエミュレートし自動化されたモバイ
ル評価Sentinel Dynamicはモバイル・ブラウザをエミュレートし、OWASP 
Top 10やその他の脆弱性についてモバイル最適化されたウェブサイトを継
続的に解析します。
・自動化されたモバイル評価
・継続的かつ同時の評価を可能に。
・発見した脆弱性を検証し、脆弱性に優先順位を付けます。
・柔軟な評価設定を提供。
・詳細なカスタムレポートを提供

PCI Complianceパートナー

3) Sentinel Mobile製品（IOS, Androidアプリの脆弱性試験）

攻撃者は、モバイル・アプリケーションの脆弱性を利用して、企業やユーザの情報を盗み、企業やユーザにダメージを与えます。業界トップのモバイル評価
ソリューションであるWhiteHat Sentinel Mobileは、世界最大規模の企業数社のモバイル・アプリケーションの欠点を特定し、モバイル・アプリケーション・セキ
ュリティの改善に貢献しています。

5） Sentinel Mobile （モバイル・アプリケーション・セキュリティ）
・モバイル・アプリケーションや、最適化されたウェブサイトを評価
・Android向けJavaやiOS向け Objective Cをサポート
・ WhiteHat社のモバイル・セキュリティ・エンジニアへの直接アクセスを提供

Mobile（IOS, Android）アプリの脆弱性試験トポロジー

静的な解析 動的な解析

Sentinel Mobileを選ぶ理由

・WhiteHat Security Index PCI Complianceを使用して、アプリケーション・セキュリティ・プログラムを効率的に管理。
・WhiteHat Sentinel PE、SE、BEの各サービスは、内部ウェブサイトと公開ウェブサイトの両方について継続的で検証済みの脆弱性評価を提供することによ
り、PCI DSS要件を超越します。PCIコンプライアンスのためのWhiteHat Security社はPCIコンプライアンスのパートナーです。
・WhiteHat Security社の特許を取得した方法体系は、内部ウェブサイトと公開ウェブサイトの両方について継続的で検証済みの脆弱性評価を提供するこ
とにより、PCIセキュリティ基準審議会(PCI Security Standard Council)が規定したアプリケーション・セキュリティの厳しい業界基準を超えるものとなっていま
す。
・WhiteHat社製品を使用すると、PCI DSSに準拠することやその準拠を維持することを支援できるセキュリティ専門家からなる世界最大規模のチームに直
接アクセスできます。WhiteHat Sentinel PEサービスには、PCI DSSが要求するビジネス・ロジックとペネトレーション・テストが含まれています。

インターネット

F/W＃１

Webアプリ
ケーション
サーバ

WhieHat社
Threat 

Research
Center
（TRC)

WhiteHat社
テストセンタ 海外

システムテストによる検査（Ｗｅｂアクセスする場合）。。。。。。。
。。。。。。。
。。。。。。。
。。。。。。

モバイルのソースコード及び実行
ファイルをWhiteHat社へ送付し、
実際にWebサーバ等にアクセスを

行い動作検証を行う。

ＦＷ＃１，２の設定変更が必要

F/W＃２

Andoroid

Case #7

Case #6 Webアプリ
ケーション
サーバ

システムテストによる検査（Ｗｅｂアクセスする場合）

IOS
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