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� はじめに

����年 �月に �������と��	
���� ��
��
�����

から勧告が発せられた、「クロスサイトスクリプティン
グ �	
�������� �	
�������」と呼ばれるセキュリティ脆弱性

の問題は、特定の製品に固有の問題ではなく、ウェブア

プリケーション開発に携わるすべての技術者が留意せね
ばならない極めて普遍性の高い問題であった。しかし、

勧告から一年半あまりが経過した現在でも、国内の �～ �

割の電子商取引サイトがこの問題に対策を施していない
という実態が判明した。この現状は、技術者にこの問題

が正しく周知されていないことが原因と考えられる。日
本語による解説文書が少ないうえに、特に 	�����漏洩に

ついて言及しているものが少なく、 ����勧告等では議

論が抽象的過ぎるために、この脆弱性がもたらす危険性
の大きさが理解されていないと考えられる。この論文で

は、ウェブアプリケーションに欠陥を作りこんでしまわ

ないために開発技術者がどの部位に注意を払う必要があ
るのかを、実際に欠陥のあったサイトの事例を基にした

ケーススタディで示し、さらに、仮に欠陥があったとし

てもできる限り安全性を高めるための設計手法について
議論する。また、ユーザがこうした欠陥のあるサイトで

被害に遭わないための自衛手段を示す。

� クロスサイトスクリプティング脆弱性とは

��� �年 �ヶ月前の����勧告

����年 �月 �日、 ���� ���
�������� �����
�か
らセキュリティ脆弱性勧告 ����������「����	����

���� ���� � !����� �� ������ ��"�����」 � � �が発

表された。そして同日、米国��	
���� ��
��
�����か
ら、「#��
 ����� �� �
����$��� $	
������ $�	�
��%

&����
�!����%」と題する一連の文書 � � � が発表されて

いる。この問題は、 '(((年 '�月から )週間に渡って
��	
����が主導的に調査を行い、 ����や他のベンダ

と協力しながら �月 �日に一斉発表を行った � � � � � � � � �

� � � � � � とされている。 ����の勧告では「����	����

���� ���� � !����� �� ������ ��"�����」（「クラ

イアントのリクエストに埋め込まれた悪意ある ����
タグ」）という題が付けられている（これはこの問題
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��� ����

��������������	��
	��

が必ずしもスクリプトの問題だけにとどまらないもの

であるためにより一般的な名前付けがされたと考えら
れる）が、 ���	*�等も��	
����同様に「	
��������

�	
������」という名前で発表 � � � � � � を行っており、「ク

ロスサイトスクリプティング」という呼称が定着してい
る。

��� 原理と脅威

����� セッション管理と �		
��

ユーザ #+とパスワードによってログインをする機能を
提供するサイトでは、ブラウザの 	�����機能を有するサ

イトでは、同一ユーザからのアクセスを追跡する「セッ

ション管理」と呼ばれる処理を行うのが一般的である。
この管理方式の安全性は、 	�����データが第三者に漏洩

しないという前提に立脚している。もし、悪意ある者が
	�����を盗むことができてしまったら、盗んだ 	�����を

ブラウザにセットして当該サービスサイトにアクセスす

ることで、本人になりすましてアクセス（セッションハ
イジャック）することができてしまう。クロスサイトス

クリプティング脆弱性は、 	�����が第三者に漏洩する事

態を招く問題である。

����� ���������による �		
��参照

一般的なブラウザに搭載されている ,�-�$	
���言語の

実行系には、 	�����データを読み書きする機能がある。
具体的には、����ページに次のように書いておくこと

によって、 	�����データを読み出して変数に代入するこ

とができる。

��� ��������	� 
 ������	��������

通常、この方法で読み出しできる 	�����は、このコード

が埋め込まれている����が置かれていたサイトのド
メインに対して発行された 	�����だけに限られる。すな

わち、サイト「�������������」がユーザに対して発

行した 	�����は、「�		������������������」上の
����ページ中の ,�-�$	
���からしか読み出すことは

できない。これによって、 	�����が第三者に漏洩するこ

とはないよう設計されている。

����� 動的ページ出力時の����のエスケープ処理

ここで次の場合を考えてみる。ある検索サイトのキー

ワード入力欄に「	��	」という文字列を入れたとする。

'



多くの検索サイトでは、検索実行後の次の画面におい
て、

	��	 の検索結果

件数� �������件以上

といった表示がなされる。キーワードとして与えた文字

列「	��	」が、「	��	の検索結果」として再び表示され
ている。ここで、検索文字列として

���� !"#������	����	�$������	�������%����

� !"#

を入力した場合にどうなるか。安全対策がなされている
サイトでは、

���� !"#������	����	�$������	�������%����

� !"# の検索結果

と表示されるだろう。しかし、脆弱なサイトでは

&��� �
��'()��*+(*+,-�.'.(�(�.�/./(�*+* の

検索結果

などと表示される。「&��� �
…」の部分は、この検索
サイトがこのユーザ向けに発行した 	�����データの内容

である。

対策済みのサイトと脆弱なサイトとでこのような結果
の違いが生じた原因は次の点にある。対策済みサイト

では、「○○ の検索結果」という部分を ����とし

て出力する際に、「�」「#」「0」といった ����とし
て特別な意味を持つ文字を、正しく「0�	�」「01	�」

「0���」に変換するエスケープ処理を行っているため、

生成される����が

0�	���� !"01	�������	����	�$������	������

�%0�	����� !"01	� の検索結果

となっているためである。これに対し、脆弱なサイトで

は、入力された文字列をそのまま ����として出力する
ようになっていて、タグを含む文字列が入力されると、

それがブラウザで表示される際に、 ����タグとして解
釈されてしまう。このため、上の例のように、 ���� !"#

タグが入力されれば、 ,�-�$	
���コードが実行されてし

まい、 	�����データが画面に表示されてしまう。

����� 第三者による誘導

これだけでは、自分でタグを入力しただけであるか

ら、セキュリティ問題にはなり得ないように思われる
が、もし、悪意のあるサイトに次のような .��へのリン

クが罠としてしかけられていたらどうか。

�		�����������2������3����������1�4��5
���� 

!"#… ����� !"#

この罠のリンクをクリックしてしまうと、上の入力を

行ったのと同じ結果を招く。

����� �		
��データの盗み出し

それでも、先の例では、自分のブラウザ上に 	�����

データを表示しただけであるので、セキュリティ問題に

ならないように思われる。しかし、入力となる文字列の
,�-�$	
���コードが例えば次のものであるとどうか。

�����������$6�		�������������������1�47����

��$������	�������%%

この場合、読み出された 	�����データが第三者のサーバ

「�		�������������」へ転送されてしまう。これがク
ロスサイトスクリプティング脆弱性の脅威である。

��� 日本語による適切な資料の不足状況

クロスサイトスクリプティング脆弱性に関しての、

ウェブで閲覧可能な日本語による資料には文献 / � 01 / ( 01
/ '� 01 / '' 01 / '� 0などがある。ウェブ検索の「2�����」

で日本語のページを対象に「クロスサイトスクリプティ

ング」および「	
��� ���� �	
������」で検索してみると、
それぞれ ')件と ��件しかヒットしない�。また、ヒット

したページを閲覧してみると、 ##$のクロスサイトスク

リプティング脆弱性パッチについてや、 ���	*�のバー
ジョン '343'�のリリースについてを話題としたものが多

く、この欠陥がもたらす危険性についての議論が少ない

ことがわかる。
文献 / � 0の解説では、 ����と��	
����の勧告を元

に、現象面の観点から詳しい説明がなされている。た
だ、 	�����漏洩という事態についての説明がなく、問

題の深刻さが十分に伝わらなかったかもしれない。文献

/ ( 0の解説は、一般ユーザが危険を回避するための対策
という立場で書かれており、ブラウザの ,�-�$	
���機能

と 	�����機能をオフにすることを推奨する��にとどまっ

ており、開発者が問題を認識するには不十分だったかも
しれない。文献 / '� 0の解説では、 	�����の漏洩につい

て言及されており、具体的な攻撃手法についても説明が

ある。ただ、タイトルが「##$クロスサイト・スクリプ
ティング問題」となっており、 ##$の運用管理者にしか周

知されなかったかもしれない。文献 / '' 0は、��	
����
による英語版資料が、日本語に翻訳されて掲載されたも

のである。��	
����の元の文書は最も詳しく書かれた

資料であり、これが翻訳されたことの価値は大きい。し
かし、翻訳されたのは発表から一年が経過した ���'年

�月だった。なお、 ,5����������からはこの問題に関

する告知はなかった。

�����年 �月 ��日現在
��文献 � � 	の解説の最後にある「必要なサイトを信頼済みサイト

ゾーンに登録して他は 
����をオフにする」という方法は、後に述べ
るように、クロスサイトスクリプティング脆弱性への対策になっていな
い。

������������������	��
	����

�



表 ' 6 認知度調査の調査対象

番号 回答者群 人数 � 実
施日

��� 日本ソフトウェア科学会ソフトウェア
システム研究会主催第 �回プログラ
ミングおよび応用のシステムに関する
ワークショップ �������のポスター
発表にお集まりの方々

��名 � �
月 ��日

��� ソフトウェア技術者協会主催ソフト
ウェアシンポジウム ������のパネル
討論「セキュリティ」聴講者

��名 � �
月 ��日

��� ���主 催 の セ ミ ナー 「���������
�� !�� ������""��#」における講演
「サーブレット ����プログラミング
で $セキュリティホールを生まないた
めに」の聴講者

���名弱
� �月 �%
日

��� 東京工業大学大学院知能システム科学
専攻特別講義

�&名 � �
月 ��日

表 � 6 認知度調査の回答選択肢

記号 回答

��� 名前すら聞いたことがなかった

�!� 名前だけは聞いたことがあった

�	� ��	
���� ##$固有の問題だと誤解していた

��� ウェブアプリケーション一般の問題と理解し

ていたが、 	�����が漏れるなどそんなに深刻

とは知らなかった

��� 正しく理解していたが、それほどまでに蔓延

しているとは知らなかった

�� 正しく理解していたし、広く蔓延しているこ

とも知っていた

� 技術者らの認識度の調査

���'年 4月から )月にかけて、開発技術者や研究者、

学生らのクロスサイトスクリプティング問題についての
認識度を確かめるため、アンケート調査を実施した。調

査は、講演や講義、ポスター発表の場で、クロスサイト
スクリプティング問題について具体的事例を交えて説明

した後に、聴衆に対して表 �に示す )つの選択肢から回答

を選択させるという方法を用いた。調査は 7個所で行っ
た。それぞれの調査対象を表 'に、調査結果を表 4に示

す。

この結果から、次の点を読み取ることができる。

� 現役の開発者でさえ、約 �割が問題を知らないかま
たはその深刻さを知らないでいる。

� 大学院生はほとんどが名前すら耳にしていない。

�2#を使うなどの動的なコンテンツを提供するウェブ
サイトプログラマのすべてがこの脆弱性に注意する必要

があるにもかかわらず、このことは十分に周知されてい

ないことがわかる。

表 4 6 認知度調査の調査結果

回答者群

回答 �'� ��� �4� �7�

��� (名 ほとんど 約半数 ほぼ全員

�!� '名 7名ほど 約 ��名 �名

�	� �名 7名ほど 約 '8名 �名

��� �名 7名ほど 約 ��名 '名

��� �名 7名ほど 約 '7名 '名

�� �名 �名 約 )名 �名

� クロスサイトスクリプティング脆弱性蔓延

の実態

��� 国内の電子商取引サイトに実在していた同脆弱性が

もたらし得る被害

���'年 '月から �月にかけて、実社会においてこの脆

弱性がどのような影響を及ぼしているのかについて、日

本の法人が運営する電子商取引サイトを対象に調査を
行った。調査は、著者ら自身が既にアカウントを持って

いた取引サイトから開始し、 �月までに �個所のサイト
に実害の可能性を確認した。実害の可能性が確認された

サイトにはその旨を連絡した。その調査の結果を表 7にま

とめる。
どのような実害があるかは次の三点を確認することに

よって推定した�。

� クロスサイトスクリプティング脆弱性の存在を確

認。第三者に指定され得る特定の.��にアクセス
することで 	�����（自分自身の）が画面に表示され

ることを確認。

� 自分用に発行された 	�����を、別のコンピュータ上

のブラウザにセットし、対象サービスにアクセスし

たとき、パスワード入力をスキップしてログイン後
の画面に移行できる（セッションハイジャックが可

能である）ことを確認。

� 自分自身のアカウントにログインしたときに取得で

きる情報を、他人に盗まれ得る情報として推定。

表 7のように、クレジットカード番号やパスワードを盗
まれ得るサービスも何箇所か見られた。

これらのサイトのほとんどは個人情報を送受信する

際に、 $$�による暗号化通信を使用していた。しかし、
	�����を盗んでセッションハイジャックをすれば、暗号

化とは無関係に、本人が見ることのできる情報の全てを

盗み見ることができてしまう。

��� 統計的調査

前節の調査では、調べてみたサイトの大部分にクロス
サイトスクリプティング脆弱性が見つかり、半数程度に

�これらのそれぞれは不正アクセスに該当しない。
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表 7 6 クロスサイトスクリプティング脆弱性の実害の可能性を確認した国内の電子商取引サイトの例

記号 サービスの種類 起こり得る被害 脆弱性の存在した部位 特記事項 連絡日

� パソコンサポー
ト

個人情報（氏名、住所、電話番号、メールア
ドレス）、注文履歴を盗み見られる。偽の注
文を発行される。

検索機能、アプリケー
ションサーバ


����
データの内
容は毎回同
一

����'�'��

( 製品紹介 パスワードを盗み見られる。登録した個人情
報（名前、メールアドレス、職種、興味ある
分野）を盗み見られる。

検索機能、アプリケー
ションサーバ


����の
有効期限が
永久

����'�'��

) ゲーム機販売 クレジットカード番号を盗まれる。個人情報
（氏名、住所、電話番号、メールアドレス、
生年月日、性別）、注文履歴をを盗み見られ
る。偽の注文を発行される。

問い合わせフォーム、
アプリケーションサー
バ

����'�'�

� 検索エンジン系
ポータルサイト

クレジットカード番号を盗まれる。個人情報
（氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、
メールアドレス）、注文履歴を盗み見られ
る。パスワードを変更される。偽の注文を発
行される。

多数の個所の検索機
能、ウェブメール、複
数の*���サーバ


����の
有効ドメイ
ン範囲がそ
のドメイン
全域

����'�'�

+ 検索エンジン系
ポータルサイト

オークションを乗っ取られ偽の出品、入札、
取り消し、評価を発行される。個人情報
（メールアドレス、郵便番号、職種）を盗み
見られる。電子メールを盗み読まれ、偽の
メールを送信される。他。

複数の個所の検索機
能、オークション出品
物紹介


����の
有効期限が
永久

����'�'�

, 出版社販売 クレジットカード番号を盗まれる。個人情報
（氏名、住所、電話番号、電子メールアドレ
ス、誕生日）、注文履歴を盗み見られる。偽
の注文を発行される。

ニュース配信申し込み
フォーム


����の
有効期限が
永久

����'�'��

� ショッ ピ ン グ
モール

個人情報（メールアドレス、名前、勤務先、
住所、電話番号、誕生日、性別、ニックネー
ム）を盗み見られる。パスワードを変更され
る。オークションで、出品中の商品の最低入
札価格を変更される。出品者に成りすまして
落札者に連絡される。

検索機能、ニュース配
信申し込みフォーム、
オークション出品物商
品説明

����'�'��

* オンライン証券
取引

預かり証券一覧、取引明細、マイポートフォ
リオ等の情報を盗み見られる。

検索機能 ����'�'��

個人情報の漏洩につながりえる問題点が見つかるという

印象を持った。
この印象を定量的に裏付けるため、 ���'年 �月に、無

作為に抽出した電子商取引サイトと金融サービスサイト

に対して、クロスサイトスクリプティング脆弱性の存在
確認の調査を行った。調査方法は次のとおりである。

� 調査対象として、オンラインマーク � �	 � を取得して

いるショップから �8サイト、プライバシーマーク
� �� � を取得している企業から �8サイトを無作為に抽
出し、メジャーな銀行および証券会社のリストから

�4サイトを選んだ。

� 次の順序で、無害な文字列「��#	��	���#」を入力

してテスト�した。

�'� 83'3�節で示す、���	*�と ##$、9���	��� ���

��
�
��� $�
-�
の脆弱性をテスト

��� 検索機能があればそこにタグを記入

�このテストは、タグつきの無害な文字列を自分のブラウザ上で入力
して、自分のブラウザの挙動を確認しただけであり、サーバに影響を残
すこともないので、サービスサイトに対する不正アクセスには該当しな
い。

�4� ユーザ登録機能があればそこにタグを記入

�7� 問い合わせ入力フォームがあればそこにタグを

記入

�8� 注文書があればそこにタグを記入

� '8分以内に発見できなかったとき「脆弱でない」と
した。

� 実際にセッションハイジャックが可能かまでは調べ

ない。

この手順に従って脆弱性が確認された割合を図 'に示

す。オンラインマーク取得サイトでは、すべてがショッ

ピングサイトであるため、必ず何らかの入力フィールド
があり、そのどこかに '8分以内に脆弱性が確認された割

合が �7:である。プライバシーマーク取得サイトでは、
単なる企業紹介のページであることが多く、入力フィー

ルドの存在しないサイトが 8個所あった。図 'ではこれ

を脆弱性の見つからなかったサイトとして計数（図では
「不明」と表示）して、その場合の脆弱率が )�:であ

る。これを調査対象から外した場合は、脆弱率は �8:

�'�����となる。銀行・証券サイトでは、オンライン取引

7



�調査日- ����年 �月 �日～ ��日�

図 ' 6 クロスサイトスクリプティング脆弱性の

有無の調査結果

サービスのサーバそのものに見つかった数がは '�サイト

（��:）で、他にその企業のホームページのサーバも含

めて調査した場合は合わせて �'サイト（(':）となる。

� どのようにして脆弱性を排除するか

��� クロスサイトスクリプティング脆弱性の存在部位

����� すべての入力フィールドに脆弱性の可能性

この脆弱性は、検索機能だけでなく、すべての入力
フィールドに存在し得るものである。典型的な例とし

て、ユーザ登録のための氏名や住所を入力するフォーム

が挙げられる。そのような入力フォームでは、多くの場
合、登録ボタンを押すと次の画面で入力したデータを確

認できるようになっていることが多い。ここで入力され

た文字列の表示処理においてエスケープ処理を怠ってい
ると、住所などの表示で ,�-�$	
���コードが実行されて

しまう事態を招く。その例を図 �に示す。この例は、住所

欄に

6#��#	��	���#

と入力した場合である。同図 ���のように入力して登録ボ

タンを押したところ同図 �!�の画面が現れた。 �!�の画面
の矢印部分の����ソースは、

�����	 8,9'
6����6 �����
66#��#	��	���#6#

と なっ て い た。 こ れ は、 入 力 さ れ た 文 字 列 が

「�����
6���6」の「���」部分に挿入されたのが、

��� 入力前

�!� 入力後

図 � 6 住所入力欄に存在するクロスサイトスク

リプティング脆弱性

入力文字列の冒頭に文字列「6#」があるため、それ以

降の「��#	��	���#」部分がタグの外に出てしまい、
かつ、必要なエスケープ処理がなされていなかったため

に、「��#」がタグとして解釈され、この結果「	��	」

に傍線の引かれた画面が現れたものである。
表 7では、サイト �が「問い合わせフォーム」の確認

画面に、サイト ;1 2がニュース配信申し込みフォームの
確認画面にこの脆弱性が発見された。

このような脆弱性を排除するためには、動的なページ

を生成する際に、 ����としての特別な文字「�」「#」
「0」「6」などを文脈に応じて適切にエスケープ処理す

ることである。別の対策方法として、入力の時点で記号

類を削除するという方法もあるが、場合によっては記号
の入力を許可する必要もあり、煩雑になって対処漏れの

可能性も生じるため、出力の時点でエスケープ処理する

のが適切であると考える。タグそのものを出力する場合
以外のすべての文字列出力で、文脈に応じたエスケープ

処理を行うようプログラムするべきである。

����� サーバ自身が持つ脆弱性

サーバ自身が持つ欠陥により、存在しないパス名の
.��にアクセスさせられることで、 ,�-�$	
���コード

の実行を招くことがある。 ���	*� '343''以前では、次

のような.��

�		����������������#	��	���#

8



��� ���	*� '343''以前の場合

�!� ��	
���� ##$に�$����)�のパッチがあてられてい

ない場合

�	� 9���	��� ����
�
��� $�
-�
 43< および 73�の場合

図 4 6 サーバのエラーページ存在するクロスサ

イトスクリプティング脆弱性

へのアクセスすると、図 4���の結果を招くことが知ら

れている � �� �。また同様に、��	
����の ##$では、次の
.��

�		����������#	��	���#���	�

へのアクセスすると、同図 �!�の結果を招くことが知ら

れている � �� �。さらに 9���	��� ����
�
��� $�
-�
の場

合も同様に同図 �	�の結果を招くことが知られている。こ
のように、サーバが出力するエラーメッセージにも注意

が必要である。
表 7では、サイト+において、���	*� '343) や '343(

などの非常に古いバージョンのサーバが使われており、

また、 ##$が�$����)�のパッチを適用することなく運
用されており、これら複数の脆弱性によりクレジット

カード番号の漏洩の可能性を生じさせていた。

サーバを新しいバージョンのものにすることが困難な
場合、エラー表示のページをカスタマイズして、アクセ

スしたパス名が表示されないようにすることで、この脆

弱性を排除する処置が可能である。

����� アプリケーションサーバが持つ脆弱性

サイト �1 =1 �では、ウェブアプリケーション構築に

用いられている、いわゆる「アプリケーションサーバ」

が持つ脆弱性の影響を受けていた。

図 7 6 ,�-� $�
-���コンテナに存在するクロス

サイトスクリプティング脆弱性

サイト =の事例では ����� +� ��� $�
-�
が使用

されており、この調査の過程でこれまでに知られてい
なかった +� ���の脆弱性を発見することとなった。こ

の問題は ���'年 4月 '�日に米 �����に報告した。 (月

には ����の脆弱性データベースにも掲載されている
� �
 �。

さらに調査を続ける過程で、近年急速に普及しつつ
ある ,�-� $�
-���の $�
-���コンテナ（$�
-���機能を

���5サーバ上に取り付ける ,�-�で書かれたシステ

ム）にも同様の問題があることを発見した。 $�
-���コ
ンテナは、オープンソースプロジェクトとして開発さ

れている �� 	��をベースに、各ベンダーが改良を加

えて実装を提供している。そのため、同じ問題が各ベン
ダーに同じように存在していた。この問題について ���'

年 4月中旬から下旬にかけて調査を行い、 �� 	��、

,���、>�!$�*�
�、�����に脆弱性の存在を確認し、
各ベンダーに通知した。 �月にこの問題を公表し、現

在では ����の脆弱性データベースに登録されている
� �� �� �� �� �� �� �� �。図 7に、パッチのあてられていない

,���が稼動しているシステムに対して次の .��

�		����3������#	��	���#�3��

へアクセスした場合の画面を示す。
こうしたエラーメッセージは、開発途中の段階では便

利なものであるが、エスケープ処理をどこかで怠ってい

ると、このようなセキュリティ上の問題を引き起こすこ
とになる。実運用では画面には表示しないようにし、別

途内部のログファイルに記録するようにするのが適切で

ある。

��� 仮に �		
��が漏れても危険性を少なくする

����� �		
��の有効期限をセッション限りとする

表 7のサイト =1 �1 ;では、発行された 	�����の有効
期限が永久（あるいは '�年以上など）のものであった。

このような 	�����は、一度盗まれると永久に盗用される
危険にさらされる。セッション管理のためには、有効期

限が「セッション限り」の（ブラウザを終了すると失わ

れる） 	�����で役割を果たすはずである。

)



一部のサイトでは、 	�����データの内容が、ユーザ #+
に可逆な符号化を施しただけのらしきものも見られた。
そのような方式は、符号化方式が見抜かれてしまえば、

いつでも誰にでも成りすませてしまうという危険な事態

になる。こうした設計は、サーバ側で復号化するだけで
ユーザ #+を得られるためプログラムが簡単化されるとい

うことで選択されているのであろう。

しかし、セッションごとにランダムな #+を発行して、
セッション #+とユーザとのマッピングテーブルをサーバ

上で保持し、 	�����の #+をキーにしてユーザ #+を得る

ように設計するのが適切である。 ,�-� $�
-���や 5�5
等には、セッション管理機能として既にそうした機能が

用意されているので、それを使用すべきである。

����� �		
��の有効ドメイン範囲を最小限にする

サ イ ト+の 事 例 で は、 	�����の 有 効 ド メ イ ン

範囲がそのドメインの全域に及ぶという設計が
なされていた。つまり、サイトのドメインを仮に

「����������3�」としたとき、このサイトはポー

タルサイトであるため、「�����������������3�」
「::������������3�」 「���������������3�」

「���	��������������3�」といった多数のホスト

を使用してサービスを提供しているとする。ここで、
例えば �����������������3� のホストで 	�����

が発行されると、その 	�����はデフォルトの設定で
は、�����������������3� からしか参照できなくな

る。ところが、サイト+の事例では、 	�����発行時に、

���
�����������
����������3����	�
��

というよう に、 	�����の 有効ドメインの範 囲を

����������3� に意図的に拡大していた。これは、

ポータルサイトの各サービスでシングルサインオンを実
現するために、すべてのホストで 	�����を参照できるよ

うにと設計されたものであろう。しかし、この結果、多

数のサービスのどれかひとつにでもクロスサイトスクリ
プティング脆弱性があると、すべてのサービスが危険に

さらされるという事態になっていた。

ポータルサイトは、他社のサービスを買収するなどし
て出来合いのシステムの寄せ集めで構成されていること

が多い。元々セキュリティをさして重視する必要のない
ようなサービス（掲示板など）が、クレジットカード番

号を取り扱うようなサービスと同居していると、前者の

クロスサイトスクリプティング脆弱性の影響を受けて後
者が被害を被る、すなわち、クレジットカード番号が漏

洩するといった事態を招きかねない。

このような場合には、ドメインを階層化する、すなわ
ち、例えば、

����������������������3�

���������������������3�

::������������3�

�����������������3�

といったドメイン構成にして、安全性の必要とされる

サービスだけで 	�����が共有されるように有効ドメイン

範囲を設定することで、こうした問題を回避することが
できるはずである。

� ユーザの自衛手段

ユーザがクロスサイトスクリプティング脆弱性の影響

を受けて被害に遭うのは、罠のリンクにアクセスしてし
まった場合に限られる。しかし、リンクをクリックせず

とも、ページを開いただけで自動的に別のページへジャ

ンプさせることは可能であるから、「不用意に怪しいリ
ンクをクリックしないように」というのは現実的な自衛

手段ではないだろう。
もし、利用する電子商取引サイトが、 	�����をセッ

ション限りのものとして発行しているところであるなら

ば、次のように心掛けることで、この脆弱性の影響によ
る被害を回避することができる。

� サービスにログイン中は、決して他のサイトを見に
行かない。

� サービスを利用し終えたら、一旦ブラウザを終了さ

せる。

これによって、セッション限りの 	�����をこの脆弱性

を突く罠によって盗み取られることは避けられる。
しかし、 	�����の有効期限がセッション限りでない場

合（永久だったり、数日間といった場合）には、この対

処法では被害を防げないことになる。利用するサービス
が、どのような 	�����を発行してくるかを自力で確認す

るほかない。 	�����の内容と有効期限は、ブラウザの設

定を変更することで、 	�����発行が行われるごとに確認
できるようになるので、その機能を活用するのがよい。

サービスサイト開発者側は、ユーザに安心して利用し

てもらえるよう、どのような 	�����を発行しているかを
ユーザに説明べきだろう。有効期限無期限の 	�����を発

行する際は、 	�����漏洩の危険性について適切な情報開
示を行うべきである。
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