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1. エグゼクティブサマリー 

1.1. 総合評価 

  高危険度(緊急) 

 

1.2. 総評 

脆弱性診断の結果、7件の脆弱性および 3件の指摘事項が発見されました。 

発見された脆弱性には致命的なリスクを保持するものが含まれます。特に緊急のリスクとして

は、SQL インジェクション脆弱性やクロスサイト・スクリプティング脆弱性を悪用した攻撃により、貴

サイト利用者の個人情報が漏洩する危険性があります。2005年以降SQLインジェクションによる

被害が多数発生しており、とくに 2008年以降中国からと見られる攻撃が急増しています。 

これら脆弱性はセキュリティ事故に発展した場合、貴社に大きな損失を招く可能性のある重大

な欠陥であるため、緊急の検証と対策を実施して下さい。 

 

1.3. 内在するリスク 

1.3.1. 情報漏洩 

指摘事項 危険性  

3.1. SQLインジェクション Critical（非常に高い） 

3.3. クロスサイト・スクリプティング Medium（中） 

3.4. セッション・フィクセーション Medium（中） 

※指摘事項ならびに危険度については後述する『2.診断結果』を参照の事。 

 

1.3.2. サービス妨害 

指摘事項 危険性 

3.2. クロスサイト・リクエストフォージェリ Medium（中） 

3.5. アクセス制御の不備 Medium（中） 

※指摘事項ならびに危険度については後述する『2.診断結果』を参照の事。 
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1.4. 対策指針 

1.4.1. 早急の対策 

発見された脆弱性の多くは、プログラムの不備(バグ)に起因しています。このため、該当箇所に

おいて適切なプログラム改修を行うことで、一般的なセキュリティ水準に引き上げが可能と考えら

れます。また、プラットフォームの既知の脆弱性に関しては、発生状況を確認した上で、適切なセ

キュリティパッチの適応を実施してください。 

 

 

1.4.2. 恒久的な対策 

今回指摘されたような脆弱性がなぜ混入したか、その根本原因を分析する必要があります。多

くの場合、開発者の知識不足や、ガイドライン類の未整備、開発後のテストの不足などが原因とな

っています。このため、原因分析の上で、開発者向け教育、セキュリティガイドラインの整備、開発

後のテスト体制整備などを検討いただくことを推奨いたします。 
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2. 診断結果 

2.1. 指摘一覧 

危険度 指摘事項 対応 修正難易度 

Critical SQL インジェクション プログラム修正 ☆☆ 

High アクセス制御の不備 プログラム修正 ☆☆☆ 

Medium クロスサイト・リクエストフォージェリ(CSRF) プログラム修正 ☆☆☆ 

Medium クロスサイト・スクリプティング プログラム修正 ☆☆ 

Medium セッション・フィクセーション プログラム修正 ☆☆ 

Low 入力チェックの不備 プログラム修正 ☆ 

Information アカウントロックが未実装 プログラム修正 ☆☆☆ 

※ 修正難易度 5段階評価 

 

2.2. 危険度の評価基準 

危険度 説明 

Critical High レベルの危険度を保持し、かつ具体的な攻撃手順が発見された脆弱性です。 

High 情報漏洩やシステムの停止を招く可能性のある脆弱性です。 

Medium 複数の組み合わせにより実害に至る可能性のある脆弱性です。 

Low 被害を拡大させる潜在的な脆弱性です。 

Information 脆弱性ではありませんが、セキュリティ上および開発上の改善点です。 
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3. 詳細 

3.1. SQL インジェクション 

概要 

危険度 Critical 

攻撃難易度 易 

説明 

データベースと連携したWebアプリケーションの多くは、利用者からの入力情報をもとにデー

タベースへの命令文を組み立てています。この命令文の組み立て方法に問題があると、攻撃

者にデータベースを不正利用される「SQLインジェクション」脆弱性となります。 

 

■ SQLインジェクション発生のイメージ 

 

 

SQL インジェクションは、数万人規模の情報漏洩に発展したセキュリティ事故が、数多く報告さ

れている脆弱性です。貴社に大きな損失を招く可能性のある重大な脆弱性ですので、緊急の

検証と対策を推奨します。 

 

  

ＷｅｂアプリケーションＷｅｂアプリケーションＷｅｂアプリケーション

攻撃者攻撃者 ＷｅｂサイトＷｅｂサイト

データベースへの命令文
を構成する入力値を送信

攻撃者攻撃者攻撃者

そのまま、データベースへ
命令を送信

改ざん
情報漏洩

破壊

データベースデータベースデータベース



Copyright © 2017 HASH Consulting Corp.All rights reserved. 

検証例 

該当箇所では「’」（シングルクォート）や「¥」（バックスラッシュ）などのメタキャラ（特殊な意味を

持つ文字）に対してエスケープ処理などに不備があるため、この SQLインジェクション脆弱性が

存在します。 

 

■ リモート診断の検証例 

URL http://www.example.co.jp/search.php 

Parameter keyword 

問題の発生する箇所では、メタキャラを含む文字列をリクエストすることで、エラーが発生す

る、もしくは検索結果が異なるといったアプリケーションの挙動の違いから問題が確認できま

す。 

 

■ パターン 1  

[リクエストする文字列 DBエラーが発生する。] 

' 

 

■ パターン 2 

[リクエストする文字列 「検索文字列」だけを入力した場合と同じ結果となる。］ 

検索文字列'AND 'A'='A 

SQL 文の末尾に 「AND ’A’=’A’」 が追加された形となり、これがない場合と同じ検索結果とな

ります。データベース内には「AND ’A’=’A’」を含むデータはないため、脆弱性が原因と特定でき

ます。 

 

■ パターン 3 

[リクエストする文字列 全ての商品が検索される。] 

'OR 'A '='A 

SQL 文の末尾に 「OR ’A’=’A’」 が追加された形となり、データベース内の全件が表示されま

す。これは SQLインジェクション脆弱性が原因と考えられます。 
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対策方法 

貴サイトの構成を考慮した上で、以下の必須対策 1 もしくは必須対策 2 を実施することを推

奨します。 

 

■ 必須対策 1 

SQL 発行時に、プレースホルダを使用します。プレースホルダを用いた呼び出しでは「’」（シ

ングルクォート）などの特殊文字をパラメータ文字列として識別するため、SQL インジェクション

対策として有効です。 

 

【記述例 PHP + PostgreDQLの場合】 

$db = pg_connect(’dbname=… 

$result = pg_prepare($db, ’query1’,  

’SELECT * FROM TABLE1 WHERE CITY = $1 AND AGE >= $2’); 

$result = pg_execute($db, ’query1’, array(’YOKOHAMA’, 30)); 

 

■ 必須対策 2 

SQL発行時に、入力値に SQLの文法において意味のある文字(メタ文字)が含まれていた場

合、特殊文字の機能を打ち消し（エスケープ）します。 

 

【メタ文字】 

名称 特殊文字 置換文字 

シングルクォート ’ ’’ 

バックスラッシュ ¥ ¥¥ 

 

【ポイント】 

・ バックスラッシュをエスケープするか否かはデータベースの種類に依存します。MySQL を

利用している場合は、バックスラッシュもエスケープ対象になります。また、PostgreSQL を

利用している場合はバージョンと設定によりバックスラッシュがエスケープ対象になるかどう

かが変わります。お使いの PostgreSQL のバージョンを確認の上修正することを推奨しま

す。 

・ SQLクエリーの発行時に処理します。 

 

【注意】 

「’」（シングルクォート）と「¥」(バックスラッシュ)のエスケープを実施している場合でも、文字コ

ードの問題によって SQL インジェクションが発生するケースがあります。処理系の日本語対応

が不十分な場合、シフト JIS で 2 バイト目が「¥」(バックスラッシュ)のアスキーコードである
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「0x5C」になっている文字が入力されると「’」（シングルクォート）が「¥(0x5C)」にエスケープされ

ます。 

これにより、SQLインジェクションを成立させることが可能となりますので、対策の際には注意

が必要です。 

 

【参考文献】独立行政法人情報処理推進機構発行 安全な SQLの呼び出し方 

http://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity.html 

 

該当箇所 

■ リモート診断検出箇所 

No 画面名 パラメータ 

1 http://sample.example.co.jp/cgi-bin/search.cgi search 

2 http://sample.example.co.jp/cgi-bin/login.cgi id, name 

  

 

 

 

 

 

 

 

サンプルのため以下省略 
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4. 診断概要 

4.1. 診断情報 

パック名 スタンダードパック 

サービス名 サンプル・システム 

開始 URL http://www.example.co.jp/ 

ドメイン名 www.example.co.jp 

診断方法 HASH コンサルティングエンジニアによるマニュアル診断 

サービス状態 診断環境 

アクセス方法 インターネット経由 

診断実施者 ○○ ○、△△ △△ 

診断期間 2017/2/9 ～ 2017/2/16 

診断時間 10:00 ～ 17:00 

 

 

4.2. 構成機器情報 

OS  Ubuntu 14.04 LTS 

Webサーバー Apache 2.2.4 

APサーバー － 

DBサーバー MySQL 5.5 

記述言語 PHP5.6.4 

IPアドレス xxx.xxx.xxx.xxx 
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4.3. 診断項目 

No 検査区分 検査項目 実施 

1 サーバー設定 バナーチェック ○ 

2 公開ディレクトリチェック ○ 

3 ディレクトリ・リスティング ○ 

4 強制ブラウジング・不要なファイルの公開 ○ 

5 アプリケーション エラー処理状況 ○ 

6 ロジック流出 ○ 

7 バックドア、デバッグオプションの存在 ○ 

8 クライアント側コメント ○ 

9 ファイル機能 パストラバーサル ○ 

10 アップロード ○ 

11 ダウンロード ○ 

12 通信 キャッシュ制御 ○ 

13 通信の暗号化強度 ○ 

14 文字コードの適切な指定 ○ 

15 セッション管理 セッション ID使用状況 ○ 

16 Cookie使用状況 ○ 

17 クロスサイト・リクエスト・フォージェリー ○ 

18 リファラ情報 ○ 

19 ログアウト機能 ○ 

20 認証 ユーザー認証処理 ○ 

21 アカウントロック機能 ○ 

22 ブルートフォース攻撃（辞書攻撃）耐性 ○ 

23 アクセス権限 ○ 

24 アクセスコントロール 権限の操作 ○ 

25 認可 ○ 

26 パスワード使用状況 ○ 

27 インジェクション脆弱性 HTTPヘッダ・インジェクション ○ 

28 メールヘッダ・インジェクション ○ 

29 クロスサイト・スクリプティング ○ 

30 SQLインジェクション ○ 

31 OS コマンド・インジェクション ○ 

32 LDAP インジェクション ○ 

33 SSIインジェクション ○ 



Copyright © 2017 HASH Consulting Corp.All rights reserved. 

5. 対象範囲 

5.1. マニュアル診断 

No 画面名 URL 

1 TOP画面 http://sample.example.co.jp/ 

2 検索画面 http://sample.example.co.jp/cgi-bin/search.cgi 

3 ログイン画面 http://sample.example.co.jp/cgi-bin/login.cgi 

4  

 

 

 

 

サンプルのため省略。 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 
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6. 免責 

6.1. 診断の正確性 

脆弱性診断は、診断用 Web サイトにアクセスし、エンドユーザーの立場で Web ブラウザおよ

び関連ツールを操作して行なうブラックボックス・テストを実施しております。 

脆弱性診断の特性上、本報告書に記載する脆弱性については再現性・網羅性を完全に保証す

るものではありません。脆弱性への対策指針をもとにプログラム修正その他の対策を行なわれる

場合、貴社の責任で行なって頂きますようお願いします。 

 

 

6.2. 本報告書に関するお問合せ 

本報告書に関するご質問・その他お問い合わせは、本報告書のご提出日より起算して 1ヶ月間

承ります。ただし、本報告書をもとにお客様がプログラム修正などの対策を実施される場合につい

ては、個別の実装方法についてのご質問にはお答えしかねますことをご了承ください。 

期間終了後のお問い合わせについては、別途ご相談ください。 

 

お問合せ先：ec-security@ec-cube.net 

mailto:ec-security@ec-cube.net

	1. エグゼクティブサマリー
	1.1. 総合評価
	1.2. 総評
	1.3. 内在するリスク
	1.3.1. 情報漏洩
	1.3.2. サービス妨害

	1.4. 対策指針
	1.4.1. 早急の対策
	1.4.2. 恒久的な対策


	2. 診断結果
	2.1. 指摘一覧
	2.2. 危険度の評価基準

	3. 詳細
	3.1. SQLインジェクション

	4. 診断概要
	4.1. 診断情報
	4.2. 構成機器情報
	4.3. 診断項目

	5. 対象範囲
	5.1. マニュアル診断

	6. 免責
	6.1. 診断の正確性
	6.2. 本報告書に関するお問合せ


