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セカンドオーダーSQL インジェクション攻撃に対する 

情報理論を用いた検知手法 

 Information Theory based Detection Proposal 

for Second-Order SQL Injection Attack 

肖 玲歓*        松本 晋一†        川本 淳平*       櫻井 幸一* 
Xiao  Linghuan   Shin-ichi  Matsumoto   Junpei  Kawamoto   Kouichi  Sakurai 

あらまし SQL インジェクション攻撃はウェブアプリケーションにおける重大なセキュリティリスク

の一つである．その中でも，セカンドオーダーインジェクション攻撃の発生数は増加傾向にあるが，

対応する検知手法は少ない．セカンドオーダーインジェクション攻撃では，サーバに送信された悪意

あるコマンドがすぐには実行されず，データベースに保存される．そして，後ほど他のリクエストに

より悪意あるコマンドが実行される．当該攻撃の対策として，静的コード分析が提案されている． し

かし，これらは脆弱性の発見が主な目的であり実際の攻撃を検知することは難しい，またデータフロ

ーの分析が非効率である．本論文では，情報理論を用いて悪意ある SQL クエリを検出する方法を提案

する．悪意ある SQL クエリには脆弱性を利用するためのコードが含まれている点に着目し，提案手法

では代表的な SQL クエリテンプレートと実際にデータベースから読み出したデータで構成する SQL

クエリのエントロピー値を比較し，攻撃を判定する．本提案手法は，静的分析と動的計算の二段階か

らなる．静的分析段階ではコードを分析し，データベースから読み出したデータで構成する脆弱性の

疑いのある SQL クエリを抽出する．動的計算ではエントロピー値を計算し攻撃を検知する．セカンド

オーダーSQL インジェクションの脆弱性を持つ二つのアプリケーションを用いて本提案手法の評価を

行った． 

キーワード ウェブアプリケーションセキュリティ，PHP,セカンドオーダーSQLインジェクション，情

報理論

1 はじめに 

近年，インターネットの発展をとともに，多くのウェ

ブアプリケーションが人々の情報を収集している．一方

で，ウェブアプリケーションからの情報漏えいや情報改

ざんなどの事件も，ますます発生しており対策が求めら

れている．ウェブアプリケーションは，主にユーザイン

タフェース，ビジネスロジックとデータベースの三層ア

ーキテクチャからなる．データベースはウェブアプリケ

ーションユーザのクレジットカード番号といった貴重な
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情報を保存しているため，最も多く攻撃の対象となって

いる．SQLインジェクション攻撃は，ユーザの入力によ

ってアプリケーション開発者の意図していないコマンド

が生成され，それによりデータベースへの不正アクセス

や許可されていない情報の取得など悪意ある行為が起こ

る攻撃である．SQLインジェクション攻撃により攻撃者

は直接データベースをコントロールできるようになるた

め，この攻撃はウェブアプリケーションにおけるセキュ

リティリスクの一位としてあげられている[1]． SQLイ

ンジェクション攻撃は主にユーザの入力値がもたらすイ

ンジェクション攻撃，クッキー値がもたらすインジェク

ション攻撃，サーバ変数がもたらすインジェクション攻

撃，セカンドオーダーインジェクション攻撃の四グルー

プに分けられる[2]．そのうちセカンドオーダーインジェ

クション攻撃の発生数は徐々に増えてきているが，対応

する検知手法やツールは不十分である．セカンドオーダ
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ーインジェクション攻撃では，サーバに送信された悪意

あるコマンドがすぐに実行されず，一旦データベースに

保存される．そして，後ほど他のリクエストにより悪意

あるコマンドが実行されるという特徴がある． セカンド

オーダーインジェクション攻撃に対する検知手法として，

静的コード分析[3][4]が提案されている． しかし，静的

コード分析では，脆弱性は発見できるが，実際の SQL

インジェクション攻撃の検知率は低い．また，データフ

ローの分析が効率的ではないという問題がある．  

本論文では，情報理論[5]を利用したセカンドオーダー

インジェクション攻撃の検知手法を提案する．悪意ある

コマンドを含むSQLクエリは通常のSQLクエリと比べ

て情報量が増えるという事実に基づき，提案手法では，

一般的なクエリテンプレートのエントロピーと実行しよ

うとしているSQLクエリのエントロピー値を比較する．

実行しようとしている SQL クエリのエントロピー値が

一般的なクエリテンプレートのエントロピー値と異なっ

ていれば，セカンドオーダーインジェクション攻撃であ

ると判定できる．  

本提案手法は，主に静的分析と動的計算の二つ段階か

らなる．先に述べたように，セカンドオーダーインジェ

クション攻撃では，問題となる SQL クエリはデータベ

ースから読み出したデータを含んでいる．静的分析段階

ではコードを分析し，データベースから読み出したデー

タを用いて構成されている SQL クエリ，すなわち脆弱

性の疑いのある SQL クエリを抽出する．そして，抽出

したSQLクエリに対応する代表的なSQLクエリテンプ

レートを構造する．このクエリテンプレートは当該種類

のSQLクエリに対する基準情報量を表していると言え，

そのエントロピー値を記録しておく．動的計算段階では，

実行時にデータベースから読み出したデータを使って

SQLクエリを構成する．そしてそのエントロピー値を計

算し，先ほど記録しておいた基準値と比較する．基準値

に比べてエントロピーが増加していればセカンドオーダ

ーインジェクション攻撃だと判断する．  

このように本提案手法は，ウェブアプリケーションを

提供する前にセカンドオーダーインジェクション攻撃の

脆弱性があるか調べるだけではなく，ウェブアプリケー

ションの実行中に発生するセカンドオーダーインジェク

ション攻撃も検知できる． 

我々は，セカンドオーダーインジェクション攻撃に対

する脆弱性を持つ二つのアプリケーションを利用して本

提案手法の評価を行った．結果としては，対象のアプリ

ケーションが持つ脆弱性を利用したセカンドオーダーイ

ンジェクション攻撃を含む SQL クエリをすべて発見で

きた． 

本稿の構成を紹介する．第２節では SQL インジェク

ション攻撃の種類とセカンドオーダーインジェクション

攻撃の発生を説明する．第３節では，それらの攻撃に対

する関連研究を紹介する．続く，第４節とセ第５節では，

本提案手法と行った実験を説明する．最後に第６節はま

とめである． 

2 SQLインジェクション攻撃 

このセッションで SQL インジェクション攻撃におけ

るインジェクションの原理と典型的な攻撃種類を説明す

る．そして，本提案手法が注目するセカンドオーダーイ

ンジェクション攻撃の実行方法を紹介する． 

2 .1 攻撃の原理 

ウェブアプリケーションにおいて，データのデータベ

ースへの書き込みやデータベースからの読み出しは

SQLクエリの実行により行うことが多い．ユーザの入力

値を正確に検証しなければ，意図しない SQL コマンド

がSQLクエリの中に挿入され，SQLインジェクション

攻撃の発生という脆弱性が生じる．結果として，データ

ベース中に意図しないデータが挿入されたり，データの

改ざんが行われたり，削除される可能性がある．また，

意図しないテーブルの作成，既存テーブルの意図しない

更新や削除の可能性もある． 

攻撃者が悪意ある SQL コマンドを挿入する方法によ

り SQL インジェクション攻撃は主に四種類に分けられ

る[2][6]，ユーザの入力値への悪意あるコマンドの挿入，

クッキー値への挿入，サーバ変数への挿入，そしてセカ

ンドオーダーインジェクション攻撃の四種類である．ま

た，攻撃者の目的別に分類すれば，インジェクション可

能なパラメータの識別やデータベースのスキーマ確認な

ど十種類に分けられる[6]． 

2 .2 攻撃のタイプ 

ここでは，現在までに観測されている典型的な SQL

インジェクション攻撃[6]を紹介する．各タイプの攻撃は

それぞれ独自に実行されることは少なく，目的によって

攻撃者はいくつかのタイプの攻撃を連続に実行する． 

トートロジー（Tautologies） 

トートロジー攻撃は簡単な攻撃方式でよく攻撃者に

利用される．目的は主に認証を回避し，インジェクショ

ン可能な脆弱性を発見あるいは実際にデータを窃取する

ことである．この攻撃は，SQL クエリのWHERE 条件

部分にトートロジーを挿入し，元となる SQL クエリの

条件を無効にさせ，条件部分は常に真にさせる． また，

データベース中の対応するテーブルのすべてのデータを

返却されるかによりインジェクション可能性を判定する． 

UNIONクエリ利用する攻撃(Union Query) 

UNION クエリ利用する攻撃の目的は認証を回避し、

データを窃取することである．この攻撃では，攻撃者は

元となる SQL クエリに対して合法的な UNION クエリ

を挿入し，プログラマが意図していないデータを取得す

る．攻撃者が入力するデータの形は UNION クエリに

SELECTステートメントを加える．攻撃の結果としては

元となるSQLクエリの結果と加えたSQLクエリの結果

を取得できる． 

複文利用(PiggyBacked Queries) 
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複文利用攻撃はUNION利用攻撃と似ており，元とな

るSQLクエリに他のSQLクエリを挿入し攻撃を実現す

る．しかし，この攻撃はUNION をデリミタとして利用

しないため、SELECTステートメントに限定されず多く

命令文を挿入し実行させることが可能である．例えば，

DROP table userといった命令を挿入することでテーブ

ルの破壊を行うことができる．この攻撃の目的はデータ

を窃盗や改ざんである．また、DoS（Denial of Service）

攻撃をもたらす悪意あるコマンドを実行させる目的でも

使用される． 

異常命令文(Illegal/Logically Incorrect Queries) 

異常命令文攻撃は不合法的 SQL クエリを実行させ、

返却されたエラーメッセージを用いてデータベーススキ

ーマなどのシステム内部の情報を取得する攻撃である．

この攻撃の目的はインジェクション脆弱性の疑いがある

ところを発見することである． 

ストアドプロシージャ(Stored Procedure) 

ストアドプロシージャ攻撃の目的は権限を昇格させ

ることDoS攻撃の実行，そして悪意あるコマンドを実行

させることである．一般的に，ストアドプロシージャを

利用すれば，インジェクション攻撃を防ぐことができる

と考えられている．しかし，ストアドプロシージャの安

全性はプログラミングの方式や攻撃に対する抵抗能力に

よるため，依然インジェクション攻撃の脆弱性は起きう

る． 

推論攻撃(Inference) 

推論攻撃はインジェクションの脆弱性があるところ

を見つけ，データの窃取やデータベースのスキーマ確認

などの目的を実現するための攻撃である．この攻撃は，

色々な条件式を入力し，システムの返事を監視する．返

事により条件式は成り立つかを判定しシステムの内部情

報を取得する．この攻撃の典型的な手段としては時間推

論と条件推論がある．時間推論はある条件式を含む命令

を実行し，データベースの返事が期待通りに遅延するか

を調べる．この遅延を基に条件が成り立つかを判断する．

条件推論は，常に真になる条件式や常に偽になる条件式

を入力しシステムの返事を監視し内部情報を取得する． 

異なるエンコーディング方式(Alternate Encodings) 

異なるエンコーディング方式攻撃は，データ検証を回

避するための攻撃である．この攻撃は悪意あるコマンド

の意味と効果を変更せずに表現を変更する．最も多く利

用される方式は，攻撃者は悪意あるコマンドを ASCII

コード，十六進法コートやUnicodeでエンコードし入力

し，攻撃をもたらす方式である． 

2.3 セカンドオーダーインジェクション攻撃 

攻撃が発生する段階から見ると SQL インジェクショ

ン攻撃をファーストオーダーとセカンドオーダーに分け

られる．ファーストオーダーSQLインジェクション攻撃

は，ユーザからの入力値をサーバ側で十分に検証せず，

直接悪意あるコマンドを用いた SQL クエリを実行しも

たらす攻撃である．それに対し，セカンドオーダーイン

ジェクション攻撃では，プログラマがユーザの入力値を

検証するために，特殊記号をエスケープし悪意あるコマ

ンドをデータベースに一旦保存され，その後，他のリク

エストによりそれらのコマンドをデータベースから読み

出すときに攻撃が実行されるという特徴がある．セカン

ドオーダーインジェクション攻撃は二つの段階があり，

データベースへの書き込み段階とデータベースから読み

出し段階の二つである． 

例として，ユーザが登録した後に自分のパスワードを

変更する場合を用いてセカンドオーダーインジェクショ

ン攻撃を紹介する．まずデータベースへの書き込み段階

では，登録時にユーザがユーザ名として “admin’--”

を入力し，ウェブアプリケーションサーバへ送信する．

サーバは SQL 命令文に入れる前にユーザ名をエスケー

プし “admin ¥’--”とする．その結果，命令文への悪

影響はなくなり，ユーザ名は“admin’--”のままデー

タベースへ保存される． 

次に，ユーザが自分のパスワードを変更する時，デー

タベースから読み出し段階が起こる．一般的に，パスワ

ードを変更する前にログインする必要がある．ログイン

のため，ウェブアプリケーションのサーバでは，

SELECT * FROM users 

WHERE username= $name AND pwd=$pwd 

という命令文を構造しデータベースへ送信しているとす

る．この命令文の実行によりユーザ名“admin’--”が

データベースから読み出されることになる．また，パス

ワードの変更を実現する命令文が 

UPDATE user SET password=$newpwd 

WHERE username=$result[‘username’] 

であるとすると，ユーザ名“admin’--”が利用される

ことになる．一般的に，データベースから読み出された

データは信用できると考えられていることが多く，ウェ

ブアプリケーションの開発者はこの時ユーザ名を検証し

ないまま命令文に挿入することが多い．この時，データ

ベースでは命令文 

UPDATE user SET password=newpwd WHERE 

username=admin‘-- 

を実行することになり，コメントシンボル“--”により

現在ログインしたユーザが別のユーザ“admin”のパス

ワードを変更したことになる．  

悪意あるデータが出現するところにインジェクショ

ンをもたらすため，セカンドオーダーインジェクション

を検知し予防することは困難である．ウェブアプリケー

ションの開発者は，ユーザの入力値を検証するために入

力値をエスケープしフィルターする．しかし，検証され

たデータをまた利用し別の SQL クエリを構造するとき

にセカンドオーダーインジェクション攻撃が発生する可

能性がある． 
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3 既存研究                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

このセッションで SQL インジェクション攻撃に対応

するいくつかの既存検知手法を紹介する． 

 Hossain Shahriarは情報理論に基づきSQLインジェ

クション攻撃をクライアント側で検知する手法を提案し

た[7]．ウェブアプリケーションのサーバ側でのコードを

分析し，クライアント側で対応する入力フォームを見つ

ける．また，クエリの静的なエントロピー値を計算し，

クライアント側で動的なエントロピー値を計算し，前に

計算した静的なエントロピー値と比較する．この二つの

エントロピー値の比較結果により攻撃を判定する．

Livshitsは静的な標示方法を提案した[8]．ユーザの入力

値をすべて信用できないと仮定し標示する．また，デー

タフローを監視し，SQLインジェクション攻撃が発生す

る脆弱性あるシンクまでのデータフローを監視できたら，

脆弱性あると判定する． 

この二つの提案手法はファーストオーダーSQL イン

ジェクション攻撃に注目し，データベースなど永続的な

データストレージから読み出したデータが信用できると

仮定するため，セカンドオーダー攻撃を検知できない． 

J Dahse[3]がウェブアプリケーションにおいてセカン

ドオーダー脆弱性を発見するために静的コード分析手法

を提案した．J Dahse は主にPHP 言語で書いたアプリ

ケーションを目標をとし，データベースとファイルネー

ム，セッションの三つの永続データストレージを考察し

た．この手法では，ウェブアプリケーションに対して，

すべての PHP ファイルを分析し，制御フローグラフを

作る。また，ファイルの中の関数やクラスなどの定義を

抽出し，ファイルをいくつかの関係あるブロックに分け

る．最後にウェブアプリケーションにおいてデータフロ

ーを監視するためにブロックをシミュレーションし，実

行する．シミュレーション中にデータフローを分析し，

攻撃が発生する脆弱性ある SQL クエリなどのシンクで

利用する可能性あるデータを標示する。 

また，Lu Yan がセカンドオーダーインジェクション

攻撃の原理や実行過程を分析した上で静的分析手法とダ

イナミクステスト手法を組み合わせてウェブアプリケー

ションにおいてセカンドオーダーインジェクション攻撃

脆弱性を検査するとのような検知手法を提案した[4]．Lu 

Yanはデータベースへ書き込みインプットデータアイテ

ムとデータベースから読み出しアウトプットデータアイ

テムをそれぞれ定義し，またデータベースの中で同じ列

を操作するインプットデータアイテムとアウトデータア

イテムを関連する識別基準を定義する．それで，関連し

たデータ組みがセカンドオーダーインジェクション脆弱

性あると仮定し，自分で構成した悪意あるテストデータ

を利用しテストを行い，攻撃が発生したら脆弱性あると

確認する． 

J Dahse が提案した手法では，データフローを監視し

セカンドオーダー脆弱性を発見する精度が高いだが，

色々なデータシンボルの定義や関数に対する複雑な分析

は計算量が多いため効率は低い．それで，この二つの手

法は両方脆弱性を発見出すだけため，アプリケーション

が実行するときに，動的に組み合わせた SQL クエリの

実行で発生するセカンドオーダーインジェクション攻撃

を検知できない． 

4 情報理論を用いた動的検知手法 

提案手法では，静的分析手法と動的計算手法を組み合

わせ，複雑なデータフロー解析を用いずに SQL クエリ

の情報量によってセカンドオーダーインジェクション攻

撃を検知する．World Wide Web Technology Surveys1 

によると，現在最も良く利用されているサーバーサイド

開発言語は PHP2であるため，本論文でも PHP を対象

とする． 

図１は提案手法の手順を記したものである．主に静的

分析と動的検知の二つの段階からなり，合計六つのステ

ップに分けられる．  

図１：提案手法の検知流れ 

まず，静的分析の段階では，ウェブアプリケーション

におけるすべての PHP ファイルを分析し，コードの中

に含まれるすべての SQL クエリを取得する．また，静

的なプログラム分割技術[9]を利用し，SQL クエリを構

成する変数がデータベースから読み出された値を利用す

るか確認する．データベースから読み出したことを確認

すれば，すなわちセカンドオーダーインジェクション攻

撃の疑いがあれば，そのデータからなる SQL クエリを

                                                      
1 W3Techs - World Wide Web Technology Surveys, 

http://w3techs.com/ 
2 PHP: Hypertext Preprocessor, https://php.net/ 
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抽出する．次に，抽出した SQL クエリに対し，ノイズ

を排除し基準情報量を求めるために代表的な SQL クエ

リテンプレートを作成する．そして，代表的な SQL ク

エリテンプレートのエントロピー値を計算し，静的エン

トロピー値として記録する． 

動的検知段階では，ユーザのリクエストにより読み出

したデータを抽出し検証する．我々は，前処理としてデ

ータベースから読み出したデータが悪性行動の原因とな

る特殊記号を含んでいるか否かを調べる．すなわちエン

トロピー値を計算するまでもなくセカンドオーダーイン

ジェクション攻撃を意図していると判断できる場合，

SQLの実行を停止しユーザに通知する． 我々は，Qian 

XUEによるSQLインジェクションを起す可能性がある

特殊記号[11]を利用しフィルタリングを行う．一方，デ

ータ中にそれらの特殊記号が含まれない場合，それらの

データを用いたSQLクエリのエントロピー値を計算し，

動的エントロピー値として記録する．もしデータの中に

悪意あるSQLコマンドが含まれているのであれば，SQL

クエリの情報量は増加し，エントロピー値も変化する．

そのため，予め求めておいた静的エントロピー値と動的

エントロピー値を比較し，差があればセカンドオーダー

SQLインジェクョン攻撃があると判定できる，この場合

も，SQLクエリの実行をとめ，ユーザに注意する．差が

なければSQLクエリを実行する． 

以降では，静的分析段階と動的検知段階それぞれにお

ける，各ステップの実現方法，すなわち，代表的なSQL

クエリテンプレートの作成方法，データの検証方法，ま

たエントロピー値の計算について説明する．また，実例

を用いて情報理論に基づくセカンドオーダー攻撃検知の

流れを説明する． 

4.1 静的分析段階 

セカンドオーダーインジェクション攻撃に対する脆

弱性があることをセカンドオーダー脆弱性と呼ぶ．この

段階ではコードの分析を通じ，セカンドオーダー脆弱性

の疑いのあるSQLクエリを発見する． 

4.1.1 セカンドオーダー脆弱性の疑いのある SQL ク

エリの抽出 

PHP ファイルを分析するときに，SQL クエリの実行

に関連するインターフェース（API）とSQLクエリに含

まれるキーワードにより SQL クエリを抽出する．PHP

においてデータベースとしてMySQLを用いる場合，イ

ンターフェースは mysql_query() 関数である．SQL ク

エリは，プログラマの習慣により同じ目的でも異なるク

エリとなることがある．また，いくつかのファイルに分

けられる場合もある．この場合，完全な SQL クエリを

取得するために PHP ソースコードから呼び出されるす

べてのファイルも検索対象とする．また，ソースコード

の複雑度により著者自分で検知する条件を決める場合も

ある．例えば，SQLクエリが循環条件に入るときに，ク

エリを一回だけ分析する．また，IF条件に入る場合に条

件中の全てのクエリを分析する． 

SQL クエリを発見できたら，SQL クエリの中の変数

を抽出し，前のコードを分析し変数の出どころを確認す

る．静的なプログラム分割技術[9]を用いて，対応する変

数名を含むコードの中にデータベースへの操作に関する

関数を含んでおり，またその関数が“SELECT”ステー

トメントを実行していれば，この変数に束縛される値は

データベースから読み出したデータであるといえる．そ

こで，この変数を利用している SQL クエリはセカンド

オーダー脆弱性の疑いがあると判断でき，抽出する．も

し変数に束縛された値が別の変数から来たものであるな

らば，遡って出どころを調べる． PHP では，MySQL

データベースへの操作に関する関数は主に

mysql_query(),mysql_db_query(),mysql_unbuffered_q

uery(),odbc_execute(),odbc_exec(),mysql_fetch_row(),

mysql_resultであるため，これらを用いて脆弱性の疑い

がある変数を調べる． 

4.1.2 仮クエリの構造 

抽出したSQLクエリを簡略化し代表的なSQLクエリ

テンプレートを構造する．代表的な SQL クエリテンプ

レートは，元となる SQL クエリの基本的な構造を保っ

たまま，テーブル名，列名及び変数名をシンボルに変更

し，基準となる情報量と表示したものをいう．以降では

このテンプレートを仮クエリと呼ぶ．テーブル名，列名

と変数名の変更ルールは以下のように定める． 

①テーブル名は出現順にT1,T2，…とする． 

②列名は出現順にC1,C2，…とする． 

③論理演算子と SQL クエリのキーワードは出現順に

L1,L2，…とする． 

④変数名は出現順にV1,V2，…とする． 

4.1.3 静的エントロピー値の計算 

本手法では，エントロピーとして条件エントロピーを

利用する．条件エントロピーとは情報理論において用い

られる情報量の推定方法である．二つの情報源 X，Y が

あり，それぞれ{x1，x2，…}，{y1，y2，…}の n 文字を

まとめた場合に，Xについて知った後のYの情報量を計

算したエントロピー値を条件エントロピーと言い，計算

式は以下になる． 

H(X|Y) = −∑∑(𝑃(𝑦𝑗)𝑃(𝑥𝑖|𝑦𝑗)log(𝑃(𝑥𝑖|𝑦𝑗)))

𝑛

𝑖=0

𝑛

𝑗=0

 

つまり，本提案手法ではある SQL クエリに対し，仮ク

エリと悪意あるコマンドで構造したクエリの両方の情報

量によりエントロピー値を計算し，セカンドオーダー攻

撃を検知する．仮クエリの情報量は元クエリの基準情報

量と考え，悪意あるコマンドを含む SQL クエリの場合

情報量が増加し，エントロピー値が変化する．特定な

SQLクエリにおいて，実行するSQLステートメントの

種 類 を 確 認 で き れ ば （ 例 え ば ， SELECT, 

INSERT,UPDATE, DELETE），その SQL クエリにお

いて変化しない部分を求めることができ，エントロピー
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値を計算するときの計算量を減少できる． 

表１が現在アプリケーションのサーバ側で実行する

四種類のSQLステートメントを示す．本提案手法では，

この四種類の SQL ステートメントそれぞれの仮クエリ

の構造例とエントロピー値を計算するときに計算する部

分を示す．例えば， SELECT ステートメントでは

SELECT C1,C2 FROM T1 WHERE C1=V1; が仮クエ

リとなる．また，この SELECT ステートメントでは，

WHERE 条件部分にのみ悪意あるコマンドを含む可能

性があるため，エントロピー値を計算するときに

WHERE 条件の部分のみ注目すれば良い．同様に，

INSERT ステートメントでは，VALUES 部分に攻撃さ

れる脆弱性があるため VALUES に注目する．同様に，

UPDATE ステートメントでは SET 条件と WHERE 条

件に注目し，DELETEステートメントではWHERE条

件に注目する． 

表１ 仮クエリとエントロピー値の計算部分 

タイプ 仮クエリ 注目部分 計算部分 

SELECT SELECT C1,C2 

FROM T1 WHERE 

C1=V1 

WHERE条件 C1=V1 

INSERT INSERT INTO 

T1(C1,C2) 

VALUES (V1,V2) 

VALUES （V1,V2） 

UPDATE UPDATE TI SET 

C1=V1 WHERE 

C1=V2 

SET条件と

WHERE条件 

SET C1=V1 

WHERE 

C1=V2 

DELETE DELETE FROM T1 

WHERE C1=V1 

WHERE条件 C1=V1 

次に，SQL ステートメントを確認できたときに SQL

クエリの条件エントロピー値を計算する式を説明する．

クエリをQ と表示し，クエリ中の論理演算子や SQL ク

エリのキーワードをL={L1,L2,…,Lp}と表示し，SQLス

テートメントのタイプをO={O1,O2,O3,O4}と表示する．

O1,O2,O3,O4は，それぞれSELECT,INSERT, 

UPDATE,DELETEを表すものとする． 

P(L|O)はSQLステートメントのタイプOが確認でき

たときに論理演算子や SQL クエリのキーワード L が実

行される条件確率を表している．また，条件エントロピ

ー値𝐻(𝐿|𝑂)の計算式は以下になる． 

𝐻(𝐿|𝑂) = −∑𝑃(𝐿𝑛|𝑜)log(𝑃(𝐿𝑛|𝑜))

𝑝

𝑛=1

 

論理演算子や SQL クエリのキーワードがない場合にエ

ントロピー値を-1と記録する．具体的な計算例は 5.1節

に参考する． 

4.2 動的検知段階 

動的検知段階では静的分析で抽出したセカンドオー

ダーインジェクション攻撃に対する脆弱性の疑いがある

SQLクエリを監視し，ユーザからのリクエストよるクエ

リを実行する前に，データベースから読み出したデータ

とデータで構造できたクエリを両方抽出し分析し，攻撃

を検知する． 

4.2.1 データを検証するフィルター 

Qian XUEらによれば[10]，SQLインジェクション攻

撃をもたらす特徴的な文字列は，exec, xp, sp, declare, 

Union,+,//,;,%,0x,-- である．通常，これらの文字

列はクエリの中に出現しないはずである．我々は，実行

しようとしている SQL クエリのエントロピー値を計算

する前に，クエリが上記の特殊文字列を含んでいるか調

べ，もし含んでいる場合，直ちにインジェクション攻撃

が行われていると判断しユーザに通知する．  

4.2.2動的エントロピー値の計算 

データベースから読み出したデータで動的に構成し

た SQL クエリを動的クエリと呼び，計算したエントロ

ピー値を動的エントロピー値と呼ぶ．動的エントロピー

値の計算には，静的エントロピー値の計算と同じ計算ル

ールを利用する．また，計算した二つのエントロピー値

を比較し，偏差があればセカンドオーダー攻撃あると判

定し，SQLクエリの実行を止める．  

5 実験 

本提案手法を評価するために，提案手法を実装し実際

に脆弱性が指摘されているウェブアプリケーションを用

いてセカンドオーダーインジェクション攻撃の検知率を

調査した．提案手法は，ウェブサーバとしてApache（バ

ージョン 2.4.16）を用いて， PHP（バージョン 5.6.11）

にて実装した．また，データベースは MySQL（バージ

ョン 5.6.25）を採用した．  

脆弱性を含むアプリケーションとして，sourceforge．

net から二つのオープンソースウェブアプリケーション

「schoolmate 1.5.4」と「webchess 1.0.0」を選んだ．こ

の二つのアプリケーションのプログラミング言語は

PHP で，データベースは MySQL である．また，この

二つのアプリケーションは現在アプリケーションの典型

的な特徴があり，「schoolmate」が学生の授業情報を管

理し，「webchess」はオンラインゲームアプリケーショ

ンである． 

表２ アプリケーションの特徴 

アプリ PHP 

ファイ

ル数 

行数 SQL 

クエリ 

脆弱性の疑

いの 

あるクエリ 

Schoolmate 

1.5.4 

68 8956 346 46 

Webchess 

1.0.0 

28 5219 116 22 

表２は利用したアプリケーションの特徴を示してい

る．表２列目には，分析したPHPファイルの数を示し，

３列目には分析したコメントが含むコードの行数を示す．

表の４列目と５列目は静的解析の結果としてそれぞれ検

知できた SQL クエリの数と確認できたセカンドオーダ
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ー脆弱性の疑いのあるSQLクエリの数である．  

実験を行うときに，まず，データベース側でアプリケ

ーションの必要なテーブルを構造する．また，アプリケ

ーションを実装し実行する．本提案手法では，データベ

ースの中に悪意あるコマンドを書き込んで，本提案手法

はセカンドオーダーのところで攻撃を検知できるかを評

価する．  

表３は攻撃を検知する段階で検知できた攻撃種類を

示す，１列目と 2列目は実行した攻撃種類と対応する実

例を示し，３列目と４列目はそれぞれ実行した攻撃例に

対し，データが SQL クエリを構成する前にフィルター

関数利用し検知する結果と条件エントロピー値の計算に

より検知する結果を示す．表から見えるように，フィル

ター関数は特殊記号が含む攻撃を検知でき，条件エント

ロピー値の計算によって論理演算子などトークンの変化，

もしくは予想しない SQL キーワードが含む攻撃を検知

できる． 

5.1 セカンドオーダー攻撃を検知する実例 

本節では，実例を利用して条件エントロピー値の計算

によりセカンドオーダーインジェクション攻撃を検知す

る原理を説明する． 

アプリケーション「schoolmate」において，アプリケ

ーションの管理者は学校の情報を更新するとき，アプリ

ケーションサーバ側で以下のような SQL クエリを実行

する．なお，一部のクエリは省略している． 

「 UPDATE schoolinfo SET schoolname = 

\htmlspecialchars($_POST[schoolname]) \, address = 

……WHERE schoolname = '$schoolname' LIMIT 1」 

このSQLクエリに対応する仮クエリを求めると， 

「UPDATE schoolinfo SET C1= V1,C2=……WHERE 

C3=V2 LIMIT V3」 

となる．エントロピー値の計算ルールによって仮クエリ

を解析すると以下のようになる． 

O = {UPDATE} 

L =φ 

この場合では，UPDATE ステートメントにおいて論理

演算子もしくは SQL クエリのキーワードがないため，

論理演算子と SQL クエリのキーワードの条件エントロ

ピー値（静的エントロピー値）は-1とする． 

もし学校名のところに「kyudai ’ OR 1=1 -- 」と書き

込むと，サーバ側で実行するSQLクエリのWHERE条

件は 

「WHERE C1= ‘kyudai’ OR 1=1-- 」 

になり，結果としては全ての学校情報が更新されてしま

う．この攻撃が行われた場合，エントロピー値の計算ル

ールによって解析すると，以下のようになる． 

O={UPDATE} 

L={L1} 

P(L1| UPDATE)=P(L1, UPDATE)=1 

このとき UPDATE ステートメントにおいて論理演算

子とSQLクエリのキーワードの条件エントロピー値（動

的エントロピー値）は 

H(L|O)=-P(L1|SELECT)*log(P(L1|SELECT)) 

=0 

になる．二つのエントロピー値は違うため，攻撃があ

ると判定できる．この例は，本提案手法利用しトートロ

ジー攻撃を検知する原理を説明した．  

表３ 検知できた攻撃 

攻撃 データ フィルタ

ー関数 

条件エン

トロピー 

トート

ロジー 

’ OR 1=1 -- ○ ○ 

UNION

利用 

’UNION 

SELECT * 

FROM schoolinfo 

-- 

○ ○ 

複文利

用 

'; DROP table 

schoolinfo -- 

○ ○ 

異常命

令文 

convert(int,(select 

username from 

user where 

username=’u’)) 

○ ○ 

ブリン

ト攻撃 

admin’ and 1=1 -- 

admin’ and 1=2 -- 

○ ○ 

時間推

論攻撃 

admin‘ and 

ASCII(SUBSTRI

NG((SELECT top 

1 name from 

users),1,1))>X 

WAITFOR 20 -- 

× ○ 

違うコ

ーティ

ング方

式 

admin 

‘ ;exec(char(0x736

87574646f776e)) 

-- 

○ ○ 

6 まとめと今後の課題 

本論文では，悪意あるコードを含む SQL クエリは通

常のクエリと比べて情報量が増えるという特徴を基に，

情報理論を用いてセカンドオーダーインジェクション攻

撃を検知する方法を提案した．本提案手法はアプリケー

ション実行前にソースコードの静的解析によりセカンド

オーダー脆弱性の疑いのある SQL クエリを捜索でき，

また実行時の動的検知により実際発生したセカンドオー

ダーインジェクション攻撃を発見することができる． 

今後の課題としてはデータベースのスキーマを検知

し参考し，変数のデータ型を考慮した検知や複数テーブ

ル間の依存関係を用いた検知を導入し，より大きい規模

なアプリケーションに対して効率的な検知手法を考案す

ることである． 
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