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多くの企業はコストの上昇とセキュリティスキル不足の中で、競争力を維持しようと奮闘しています。その
間もずっと、顧客の期待に応えるため、企業は新しい機能を迅速に導入することを余儀なくされています。		
新しいビジネスにおける重要なワークフローをサポートするため、Webアプリケーションと API は急増し
ているのです。

API は仕事をしやすくしてくれます。今日のエンドユーザーは、インターネットに接続されたあらゆるデバ
イスから機密性の高いビジネスデータにアクセスしたいと思っています。営業担当者は、顧客のもとへ向
かう	
途中に携帯電話で CRMの顧客データにアクセスしなければなりません。経営陣は、Webブラウザから
サプライチェーン管理ツールにアクセスして、在庫の状況をすばやく確認しなければなりません。

エンドユーザーから経営陣に至るまで、API は業務に不可欠なものになりました。現在、企業の 83%が
API 統合をビジネス戦略における重要な要素と考えています。1

API は、迅速なビジネスにとっての基本要素となっています。開発者は新しいアプリを構築し、既存のア
プリをより素早く強化してくため、API は企業の DevOps及び CI/CD の取り組みと同じ速さで常に変化
しています。しかし、一元化され一貫したセキュリティ管理がまだ整っていないことは多く、企業の 62%
が API のセキュリティ上の懸念からアプリのロールアウトを遅らせています。2	DevSecOps は、API が
悪用されるのを防がなければならないという課題に直面しています。

本書では、セキュリティの脅威からAPI を保護する最良の手法を検討していきます。

1.			“API	Sprawl	a	Looming	Threat	to	Digital	Economy,”	DevOps.com,	2021.	
2.		“Concerns	Over	API	Security	Grow	as	Attacks	Increase,”	DARKReading,	2021.	

API セキュリティに対して広がる懸念

https://devops.com/api-sprawl-a-looming-threat-to-digital-economy/#:~:text=State%20of%20API%20Growth&text=And%2C%20as%20more%20companies%20begin,a%20proliferation%20of%20API%20styles.
https://www.darkreading.com/application-security/concerns-over-api-security-grow-as-attacks-increase
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3.			“Application	Security	Report,”	Cybersecurity	Insiders,	2021.
4.			”Shortage	of	cybersecurity	professionals	a	key	worry	for	firms	in	‘22”	Livemint
5.			“Application	Security	Report,”	Cybersecurity	Insiders,	2021.

DevOps チームが集中してコードを作成し、セキュリティのプロフェッショナルが開始からデプロイまで、すべ
てのプロジェクトに関与するのが理想的です。しかし現実には、多くの DevOps の担当が、部分的または全体
的にセキュリティの責任を負うこととなり、ソフトウェア開発の遅れにつながっています。

さらに、多くのセキュリティチームはシステム環境内のAPI を完全に把握できていません。理由はさまざまで
すが、運用前にセキュリティの脆弱性を特定する時間がないほどアプリの開発ペースが速い、買収した企業か
らなじみのないアプリケーションやWebアプリ、API を継承した、セキュリティスタッフが不足している、ある
いは離職したなどの事情が挙げられます。

サイバー犯罪者は、スクリプト化された攻撃と新しいテクノロジーを利用して攻撃の速度と規模を拡大していま
す。サイバー犯罪グループは、高度な攻撃を開始したり、攻撃対象領域を詳細に調査したりするための資金と
組織を持っています。2021年には、組織の 43%が過去にアプリケーションの侵害やセキュリティ侵害を経
験したことがあり、回答者の 3分の1以上は、最後の侵害がいつ発生したかを知りませんでした 3	。

また、熟練した専門家が不足していることも挙げられます。世界経済フォーラム（WEF）の最新レポート 4 に
よると、世界では 300万人のサイバーセキュリティの専門家が不足しています。熟練した人材の不足は、企業
が Webアプリケーションを保護する際に直面する最も大きな障壁となっています（46% の企業が障壁である
と回答）	5	。企業は、セキュリティリソースが不十分なままデジタルプロジェクトを進めざるを得なくなり、より
多くのリスクが生まれてしまうのです。

セキュリティの新たな現実

https://global.fortinet.com/lp-en-aws-app-security-report
https://www.livemint.com/technology/shortage-of-cybersecurity-professionals-a-key-worry-for-firms-in-22-11642015098080.html
https://global.fortinet.com/lp-en-aws-app-security-report
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多くの企業において専門家が直面する課題

DevOpsチーム

開発者がそれぞれアプリのセキュリティを個別に管理

各アプリが独自のAPIキーを処理

新しいアプリは迅速にデプロイされるがセキュリティは後回し

各アプリ独自のAPIセットを追跡するのは困難

各部門が独自にアプリケーションの好みや要件に応じてアプリケーションを管理

セキュリティ担当者

各アプリのセキュリティの可視性と制御の欠如

分散型アプリのセキュリティ管理

複数システムへの下請け業者のアクセス監視

セキュリティアラートによる疲弊

悪意のあるボット活動の増加
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静的コンテンツから動的コンテンツへ
Webアプリが画像、ビデオ、Webサイト情報などの静的コンテンツを配信するだけだった時代は	
終わりました。今日のWebアプリは動的であり、コンテンツはユーザーごとにカスタマイズされています。
WebアプリはAPIを介してデータをプリフェッチすることにより、各要求に基づいてページを生成し、	
最適なエクスペリエンスをユーザーに提供します。

APIは組織のビジネスに不可欠な情報へのエントリポイントを提供します。バックエンドシステムと	
やり取りし、エンタープライズアプリ、データ、パートナー、サプライヤー、顧客へのアクセスを	
オープンにします。

APIを使用すると、最新のWebアプリケーションで次のことが可能になります。

API 市場は、力強く成
長しています。 

GitHub には 200万を
超えるAPI 関連のリポ
ジトリがあり、API は
企業のデジタルトランス
フォーメーションの取り
組みの基盤となっていま
す。	

	
開発者の 90%以上が
API を使用している。6

開発者の 68.5%が、
2022 年には API への
依存度が高まると予想し
ている。7

開発者の 56%は、API
がより優れたデジタル製
品の構築に役立つと考
えている。8

6.			“20	Impressive	API	Economy	Statistics,”	NordicAPIs,	2022.
7.			“State	of	APIs	2021:	‘Great	Resignation’	leading	challenge,	security	remains	a	top	focus,”	Developer,	2021.
8.			“20	Impressive	API	Economy	Statistics,”	NordicAPIs,	2022.

異なるシステムに接続

B2Bのシステム環境で情報をシェア データをモバイルアプリに送信

ユーザーエクスペリエンスの向上

https://nordicapis.com/20-impressive-api-economy-statistics/
https://developer-tech.com/news/2021/dec/08/state-of-apis-2021-great-resignation-leading-challenge-security-remains-top-focus/
https://nordicapis.com/20-impressive-api-economy-statistics/
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アプリケーションの急増 

企業の48%が、システム環
境内に100以上の固有の
アプリを持っている。10	

企業は本番環境で、毎月平
均25のソフトウェアアップ
デートをしている。11

増大するコードが攻撃対象領域を拡大  

	9.	“DevOps	is	getting	code	released	faster	than	ever.	But	security	is	lagging	behind,”	TechRepublic,	2021.
10.	“Application	Security	Report,”	Cybersecurity	Insiders,	2021.
11.	“Application	Security	Report,”	Cybersecurity	Insiders,	2021.

攻撃対象領域はコードが反復されるごとに急速に変化しています。企業はDevOpsの手法によって市場
投入までの時間を短縮し、ソフトウェアのリリースサイクルを早めます。GitLabの最新の調査では、回答
者の約59%がコードを1日に複数回、1日に1回、または数日に1回デプロイしたことが明らかになりまし
た。9

このサイクルでは、すべてのコードの反復について詳細なセキュリティ調査を行う時間がほとんどありま
せん。DevSecOpsツールにより、開発者はこれまで以上に迅速にコードをリリースできますが、テスト、
コード	レビュー、および誰がセキュリティに責任を持つかという問題は、依然として組織内で問題点となっ
ています。

DevOps End-user

https://www.techrepublic.com/article/devops-is-getting-code-released-faster-than-ever-but-security-is-lagging-behind/
https://global.fortinet.com/lp-en-aws-app-security-report
https://global.fortinet.com/lp-en-aws-app-security-report
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今後大きなサイバー攻撃のベクトルとなる API
APIの普及率には驚くべきものがあります。企業の77%がAPIを開発して使用しています。新しいAPIを開発している場合でも、
既存のRESTful	APIを使用している場合でも、企業が直面する最も深刻なセキュリティ上の脅威になる可能性があります。これ
はAPIが機密性の高いデータと機能に直接アクセスできるからです。

実例：Peloton の侵害
セキュリティ研究者のJan	Mastersは、PelotonのユーザーアカウントAPIに脆弱性があることを明らかにしました。これにより、シ
ステムが認証をチェックせずに個人データの要求が行われる可能性があります。

ユーザーの年齢、体重、位置、性別、ワークアウトデータなど、Pelotonライダーの個人データへのアクセスが可能になったのです。12

これはクライアントからサーバーへのトランザクションプロセスのすべてのステップで、信頼できるIDのみがAPIにアクセスできるよ
うにする際、アクセスの認証と検証に失敗したことが原因でした。Pelotonの場合、公開された情報には、アクセスされたデータスト
アで検証された可能性のあるユーザーのPII（個人を特定できる情報）とユーザーのアクティビティ情報が含まれていた可能性があ
ります。

その後、PelotonはAPIの問題を解決しました。これは多くの例の中の1つです。ほぼすべてのWebアプリ攻撃は外部の攻撃者によ
る攻撃であり、攻撃の主な動機の89%は金銭的利益となっています。	13

API セキュリティが大きな問題になる理由
環境が少しシンプルになると、APIセキュリティの管理がより簡単になります。各アプリはAPIへのアクセス制御を異なる方法で行っ
ています。例えば、30のアプリがあって、APIセキュリティのアプローチがそれぞれに異なるかもしれません。そうなると、セキュリ
ティポスチャを維持するには各アプローチに精通していなければならいということになりかねません。

APIはPIIなどの機密データをやりとりすることから、攻撃者は以前にも増してこれを標的にするようになりました。セキュリティ侵害
が起きた場合の代償は大きく、またセキュリティの専門家が不足していることを考えると、システム環境内のすべてのアプリを保護
しようとすることで膨大な作業とリスクが生まれます。

12.			“Peloton’s	API	exposes	riders’	private	data,”	Security	Magazine,	2021.	

13.			“2021	Data	Breach	Investigations	Report,”	Verizon,	2021.

https://www.securitymagazine.com/articles/95146-pelotons-api-exposes-riders-private-data
https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/?cmp=knc:ggl:ac:ent:security:8003162844&utm_term=verizon%20dbir&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=GGL_BND_Security_Phrase&utm_content=Enterprise&gclid=CjwKCAjw8sCRBhA6EiwA6_IF4RTJFekS5zjshzz-icp5ZP37Pcg_tyYLSDtlPWyUcLto1IVde6IY4hoCtbMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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API セキュリティに関する 5 つの誤解

アプリを保護するには、APIスキーマの検証で十分である。

APIは自動的に更新され、攻撃をブロックする。

APIセキュリティは広く理解されておらず、根拠が確かでない話が混乱を助長し、誤ったセキュリティ意識を生み出
しています。APIセキュリティに関する事実を知ることが、全体的な戦略の強化につながります。

クラウドプロバイダーがAPIのセキュリティを保護してくれる。

Webアプリケーションファイアウォール（WAF）がAPIを脅威から自動的に保護してくれる。

すべてのアプリは、オープンソース、市販の既製品、カスタマイズされたもののいずれで
あっても、同じ方法でAPIセキュリティに対応している。
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API 保護のベストプラクティス
Open	Web	Application	Security	Project（OWASP）が提供するセキュリティAPIのガイダンスは役に
立ちます。しかしほとんどの企業では、開発またはテスト／ステージングカテゴリのすべてのAPIの脆弱性を
特定するためのツール、リソース、または時間が不足しています。そのため、この最初の2つのフェーズにおい
て、セキュリティチームが多くのことを行うのは難しいのが現状です。

APIセキュリティに一元的なアプローチを採用することで作業を効率化し、APIのセキュリティリスクを迅速に
特定・対処する必要があるセキュリティチームの規模を拡大できます。1つのセキュリティソリューションです
べてのWebアプリとAPIを監視することで、責任を複数のアプリ開発チームに分散させず、一元化することが
できます。また、攻撃対象領域の統合ビューがあれば、セキュリティチームは各アプリケーションに関する深い
知識を必要としなくなります。
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1. APIディスカバリーを実行。 多くの場合、企業はAPIの攻撃対象領域の全容を認識していません。セキュリティチーム
には見えない、文書化されていないシャドーAPIをデプロイしている可能性があります。

脆弱なAPIは機密データを危険にさらす可能性のある攻撃の入口となります。そのため、継続的なAPI検出を実行して、
外部に公開されているすべてのAPIのインベントリを作成しなければなりません。	

2. APIコールを書き直す。	巧妙な攻撃者は、基盤となるAPIが外部から見えなくてもAPIを攻撃する方法を見つけます。
悪意のあるアクターはAPI構造を分析し、APIのセキュリティ上の欠陥を悪用する方法を特定するのです。APIコールを書
き直して、機密データを公開する可能性のあるAPI	の手がかりを公開コンポーネントが明らかにしないようにする必要が
あります。

3. 異常を検出。 機械学習（ML）は、APIが実際にどのように使用され、ユーザーがどのようにアプリを操作するかをモデ
ル化します。MLベースの異常検出により、脅威の検出が向上し、管理コストを増大させる誤検知が減少します。MLは、クレ
デンシャルスタッフィング、ブルートフォーシング、または攻撃者によるスクレイピングの試みを示す可能性がある異常な振
る舞いの特定にも役立ちます。

4. セキュリティチームに可視性とポリシーコントロールを提供。セキュリティチームが完全なAPI攻撃対象領域を確認し、
ポリシーを設定し、インシデント対応を管理できるようにする、一元化されたAPIセキュリティソリューションを展開します。		
セキュリティチームが、公開されているすべてのアプリケーションにわたってAPIのセキュリティポスチャを定義し、各アプ
リケーションに触れることなくセキュリティポリシーの変更を調整するのに必要なツールを提供します。

5. リソースを最適化。 すべてのAPIを包括的に可視化するAPIセキュリティツールをセキュリティ担当者に提供し、APIの
脆弱性を早期に特定する機能を強化します。署名やルールの構成などの日々の動きを自動化することによって手作業を
削減できます。これにより、セキュリティ担当者は日常的なセキュリティタスクに悩まされることなく、しっかりとしたAPIセ
キュリティプラクティスの確立に専念できます。

5つのベストプラクティスでAPIが攻撃者に悪用されるのを防ぐ
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アプリと API の防御を強化
FortinetのWAAPソリューションであるFortiWebは、多層的なアプローチを採用
して、WebアプリとAPIを包括的に保護します。

FortiWebは、さまざまなソースからのセキュリティの脅威を監視および分析する、
Fortinetのグローバル脅威研究チームであるFortiGuard	Labsを活用しています。
FortiGuard	Labsは、ほぼリアルタイムの脅威インテリジェンスを提供して署名を
作成し、既知の悪意あるソースをブロックします。

FortiWebは、DevOpsチームが遅延なく新しいコードを提供できるように支援し、
APIがデプロイされているあらゆる場所でセキュリティ担当者がAPIを保護できる
ようにします。

WAF から WAAP へ
APIベースのアプリケーションをデプロイしている企業には、新しい攻撃対象領域が生まれてしまいます。従来のWAFはAPIを保護
するための新しいWAFに進化する必要があります。Gartnerは、新しいWAFをWeb	Application	and	API	Protection（WAAP）
ソリューションと呼んでいます。WAAPソリューションはインターネットに接続するAPIを保護し、WebアプリケーションとAPIを通過
する重要なデータのセキュリティを損なうことなくアラートによる疲弊を解消し、高度な保護のためにMLを使用します。APIは重要
な事業部門の機能をサポートしており、またAPIの数が急速に増加しているため、MLによる自動化も重要性を増しています。MLは	
アプリとユーザーの動作を学習して異常を検出し、誤検知を最小限に抑えます。これはB2B通信を有効にし、モバイル	アプリケー
ションをサポートするAPIを保護するために不可欠です。MLは悪意のあるボットのあらゆるアクティビティ（コンテンツスクレイピン
グ、サービス拒否、データ収集、トランザクション詐欺など）をブロックするためにも使用されます。

チームを成功に導く
FortiWeb を使用することで、DevOpsとセキュリティ担当者は新しいソフトウェア機能を予定通りに安
全に提供できます。DevOps はコードをより迅速にエンドユーザーにプッシュし、セキュリティ担当者はそ
の過程でAPI を保護します。

DevOps End-user

Security Practitioner

https://www.fortinet.com/jp/fortiguard/labs
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DevOpsチーム

開発プロセスの遅延なく、コードをより迅速にエンドユーザーにプッシュ

セキュリティに対する不安に煩わされず、コードの開発により多くの時間を費やすことが可能

開発者の本分、つまりコードの記述に集中させることで定着率を向上

セキュリティ担当者

アプリとAPIを保護する一元化されたセキュリティソリューションを使用して、	
高価値で有意義な活動に集中

脅威の検出能力を高め、管理コストの増大を引き起こす誤検知を削減

シャドーAPIを特定し、潜伏する攻撃者から社内のAPI構造を隠すことで、
APIのセキュリティを強化

アプリケーションをボットから保護して、セキュリティを強化
•	 ユーザーをブロックしたり、検索エンジンなどの正当なボットアクティビティを妨害したりするこ
となく、悪意のあるボットだけをブロック

•	 ユーザーエクスペリエンスを低下させるReCaptchaなどのユーザー検証手法への依存を軽
減または排除

FortiWeb が様々なチームの生産性を向上
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FortiWeb で API を保護
FortiWebは企業が新しいアプリを市場に投入するまでの時間を短縮すると同時に、無秩序に拡
大するAPIに対し強力なセキュリティポスチャを維持するのに役立ちます。Fortinetの一元化され
た包括的なサイバーセキュリティソリューションは、組織が新しいソフトウェア機能をリリースして
迅速にビジネスを推進し、競争力を維持するのに役立ちます。

FortiWeb	Cloudの詳細やトライアルについてはこちらをご覧ください。

https://www.fortiweb-cloud.com/index/login
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