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全般 
PCI DSS 要件 6.6 では、カード会員のデータに対する一般的な脅威に取り組み、信用できない環境

からの Web アプリケーションへの入力が徹底的に調査されるようにすることを目的とした、2 つの選択肢

が提示されています。この要件を満たす方法の詳細は、特定のアプリケーションをサポートする具体的な

実装ごとに異なります。 

カード会員のデータ侵害のフォレンジック解析により、多くの場合、Web アプリケーションからカード会員

のデータへの攻撃が開始されることがわかっています。具体的には SQL インジェクションの手口をとります。 

要件 6.6 は、公共のインターネットにさらされている Web アプリケーションを、 も一般的な種類の悪

意のある入力から確実に保護することを意図しています。Web アプリケーションの脆弱性に関しては、か

なりの量におよぶ公開情報があります。 低限考慮しなければならない脆弱性は、要件 6.5 に記載さ

れています（Web アプリケーションテストについての他の情報源にある「参照」部分もご覧ください）。 

両方の選択肢を適切に実施すれば、何層にもわたる 善の防御を講じることができます。 

PCI SSC では、両方の選択肢を実施するには、コストと運用上の複雑性が現実的でない場合もある

と認識しています。さらに、状況によっては一方の選択肢を実施できない場合もあります（ソースコードに

アクセスできないなど）。それでも、この文書で紹介する代替案のうち、少なくとも 1 つは実施できるはず

です。適切に実施すれば、要件の趣旨を満たすことができます。 

この文書では、 善の選択肢を選ぶために役立つアドバイスが記されています。 善の選択肢とは、使

用している製品、組織の Web アプリケーションの入手または開発方法など、環境内の要素によって異

なる場合があります。 

要件 6.6 選択肢 1 - アプリケーションコードの見直し 
アプリケーションコードの見直しという選択肢は、必ずしも手動でソースコードを見直すことを要求している

わけではありません。一般的な脆弱性（要件 6.5 に挙げられているような脆弱性）への攻撃を防ぐという、

要件 6.6 の目的を踏まえると、いくつかの可能なソリューションが考えられます。こうしたソリューションは

動的かつ予防的であり、個別に手動または自動のプロセスを開始する必要があります。適切に実施す

れば、次の 4 つの代替案のうち 1 つ以上は選択肢 1 の趣旨を満たし、Web アプリケーションを一般

的な脅威から 低限は保護できることでしょう。 

1. アプリケーションソースコードの手動での見直し 

2. 自動アプリケーションソースコードアナライザ（スキャン）ツールの適切な使用 

3. Web アプリケーションセキュリティの手動での脆弱性監査 

4. 自動 Web アプリケーションセキュリティ監査（スキャン）ツールの適切な使用 

上記のすべては、「全般」で述べたように、Web アプリケーションの脆弱性が存在するかどうかをテストで

きるよう計画する必要があります。脆弱性監査では脆弱性を特定してレポートするだけですが、ペネトレ

ーションテストではこれらの脆弱性に攻撃を試みて、不正アクセスなどの悪意のある行為が可能かどうか

を判断するということに注意してください。 

手動での見直しまたは監査は、組織内の有資格者か、資格のある第三者による実施が望ましいでしょ

う。どの場合でも、実施者には、ソースコードと Web アプリケーションを理解し、これらの脆弱性を評価

する方法を知っていて、発見されたものを理解できるだけのスキルと経験が必要です。同様に、自動ツ

ールを使用する個人にも、ツールとテスト環境を適切に構成し、ツールを使用して、結果を評価できるだ

けのスキルと知識が必要です。 
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組織内の人材に実施させる場合は、テスト対象アプリケーションの管理に関与していない者を指名する

必要があります。たとえば、テスト対象のソフトウェアを記述しているチームが、コードの 終的な見直し

や監査を行って、コードの安全性を検証すべきではありません。 

アプリケーションファイアウォールによる保護（選択肢 2 として後述）と同程度（またはそれ以上）の効果が

あるコードの見直しまたはアプリケーションの監査を行うには、いくつかの方法があります。1 つ目の選択

肢の趣旨を満たすことのできる例として、次の 2 つを挙げます。 

1. ソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC: software development life cycle）の一環として、

Web アプリケーションのソースコードが個別にセキュリティの見直しを受けるプロセスを設ける。こ

のセキュリティの見直しでは、Web アプリケーションの一般的な脆弱性に対処するコントロール

があるかどうかについて、アプリケーションを調べる必要があります。こうしたコードの見直しは、手

動または自動のプロセスとして実施できます。 

2. 実行中の Web アプリケーションに、露呈した脆弱性や不具合がないかどうかをテストするため

の手動プロセスまたは特別なツールの使用。このアプローチでは、悪意のある入力や異常な入

力をアプリケーションに作成および送信することで、攻撃をシミュレートします。入力に対する反

応を調べて、アプリケーションがその攻撃の被害を受けやすいかどうかを判断します。 

見直しまたは監査は SDLC に組み入れ、アプリケーションを本番環境に導入する前に実施する必要が

あります。要件 6.3 では、SDLC 全体を通じて情報セキュリティを徹底させる必要があることが定められ

ています。変更管理プロセスでは、ソフトウェア開発者がコードの見直しまたはアプリケーションの監査の

段階を省略して、そのまま本番環境に新しいソフトウェアを導入することができないようにする必要があり

ます。また、変更管理プロセスでは、実装前に脆弱性の修正と再テストが行われるようにする必要もあ

ります。 

見直しまたはスキャンの結果の 終的な承認は単独の組織で行う必要がありますが、開発プロセスの

できるだけ早い段階でも見直しやスキャンを実行することをお勧めします。ツールは、ソフトウェア開発者

にとって使いやすいように変更し、実用性を 重視して開発スイートに組み入れる必要があります。 

ベンダは、特定の言語に関する構造上のベストプラクティスとの適合性を検証するなどの別の目的を持

った製品に、コードスキャンまたは脆弱性監査機能を組み込む場合があります。こうしたツールを評価す

る際には、そのツールが Web アプリケーションの一般的な脆弱性をテストできるかどうかを確認した上で、

要件 6.6 の趣旨に添って使用できると判断することが重要です。また、新種の脅威に対処するには、ツ

ールに新しい分析ルールを取り込むことができる必要があります。手動での見直しまたは監査を実行す

る個人は、業界の動向に遅れることのないようにし、各自の評価またはテストスキルが新しい脆弱性に

対応できるようにしておく必要があります。 

 

 

要件 6.6 選択肢 2 - アプリケーションファイアウォール 
要件 6.6 の趣旨では、「アプリケーションファイアウォール」とは Web アプリケーションファイアウォール

（WAF: web application firewall）を意味します。これは、Web アプリケーションとクライアントのエンド

ポイントとの間に設置される、セキュリティポリシーの実行ポイントです。この機能は、装置で実行されて

いるソフトウェアまたはハードウェアに実装することも、一般的なオペレーティングシステムを実行する標準

的なサーバに実装することもできます。スタンドアロンの装置である場合と、別のネットワーク構成要素に

組み込まれている場合とがあります。 

標準的なネットワークファイアウォールは、ネットワークの境界か、ネットワーク区分（領域）の間に実装さ

れ、さまざまな種類の攻撃に対する防御の第一線となります。ただし、組織が公共のインターネットに公
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開するようにした Web アプリケーションに、メッセージが届くようにしなければなりません。通常、ネットワー

クファイアウォールは、Web アプリケーションが受け取るインターネットプロトコル（IP: Internet Protocol）
メッセージ（パケット）の一部を調査、評価し、これに対処するようには設計されていません。このため、公

開されたアプリケーションでは、調査されていない入力を受信することがよくあります。結果として、Web 

アプリケーション自体が論理上の新たなセキュリティ境界となります。また、セキュリティ上のベストプラクテ

ィスとして、信用できない環境から信用できる環境にメッセージが送信された場合に、メッセージを調査

することが求められます。Web アプリケーションに対する既知の攻撃は数多くあります。そしてご承知のと

おり、Web アプリケーションがこうした攻撃から守られるように設計または記述されているとは限りません。

インターネットに接続している人にとって、リスクの増加とこうしたアプリケーションの利便性とは、事実上比

例関係にあります。 

WAF は、IP パケットのアプリケーションレイヤのコンテンツと、Web アプリケーションの攻撃に使用される

可能性のあるその他のレイヤのコンテンツを調査するよう設計されています。ただし、要件 6.6 では、冗

長管理の導入は意図されていないことに注意してください。IP パケットのコンテンツは、ネットワークファイ

アウォールやプロキシ、他の構成要素によって十分に調査されれば（WAF と同等の保護を講じたことに

なります）、さらに WAF で調査する必要はありません。 

IP パケットの構造にはレイヤ状のモデルが採用されています。各レイヤには、インターネットまたはイントラ

ネットを介した情報の流れを構成する特定のネットワークノードまたは構成要素（物理的またはソフトウェ

アベースの）に影響される、定義済みの情報が含まれています。アプリケーションによって処理されるコンテ

ンツを含むレイヤは、アプリケーションレイヤと呼ばれます。 

WAF 技術は、パケットフィルタリング、プロキシング、SSL ターミネーション、ロードバランシング、オブジェク

トキャッシングなどといった他の機能を含むソリューションに統合されつつあります。こうした装置は「ファイア

ウォール」、「アプリケーションゲートウェイ」、「アプリケーションデリバリシステム」、「セキュアプロキシ」などの

呼称でさまざまな種類が市販されています。こうした製品のデータ調査機能を完全に理解し、要件 6.6 

の趣旨に見合う製品かどうかを判断することが重要です。 

この文書で述べられている機能を搭載した製品を実装するだけでは、必ずしも準拠したことにならない

ので注意してください。適切な配置、構成、管理、監視も、要件に準拠したソリューションの重要な側

面です。WAF の実装は要件 6.6 を満たすための 1 つの選択肢であり、安全なソフトウェア開発プロセ

ス（要件 6.3）の必要性がなくなるわけではありません。 
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推奨される能力 
Web アプリケーションファイアウォールは、次の条件を満たす必要があります。 

• カード会員のデータ環境のシステム構成要素に関する、適用可能なすべての PCI DSS 要
件を満たす。 

• 少なくとも OWASP トップ 10 または PCI DSS 要件 6.5 で特定されている、関連のある脆

弱性に対する脅威に、適切に（アクティブなポリシーまたはルールによって定義）対処する。 

• Web アプリケーションへの入力を調査し、アクティブなポリシーまたはルールや、実行されたログ

アクションに基づいて応答（許可、ブロック、アラート）する。 

• データ漏えいの回避 - Web アプリケーションからの出力を調査し、アクティブなポリシーまたは

ルールや、実行されたログアクションに基づいて応答（許可、ブロック、マスク、アラート）する機

能が備わっている。 

• ポジティブとネガティブの両方のセキュリティモデルの実装。ポジティブモデル（「ホワイトリスト」）

では、許可する動作、入力、データ範囲などを定義し、定義されていないものはすべて拒否

します。ネガティブモデル（「ブラックリスト」）では、許可しないものを定義します。これらのシグネ

チャと一致するメッセージはブロックされ、シグネチャと一致しない（「ブラックリストに掲載」されて

いない）トラフィックは許可されます。 

• HTML（Hypertext Markup Language）、DHTML（Dynamic HTML）、CSS
（Cascading Style Sheets）などの Web ページコンテンツと、HTTP（Hypertext 
Transport Protocol）、HTTPS（Hypertext Transport Protocol over SSL）などのコンテ

ンツの送信基盤となるプロトコルの両方を調査する（HTTPS には、SSL だけでなく、TLS に
よる HTTP も含まれます）。  

• Web サービスが公共のインターネットに公開されている場合は、Web サービスのメッセージの

調査。HTTP に加え、通常、これにはドキュメント指向モデルと RPC 指向モデル両方の 

SOAP（Simple Object Access Protocol）と XML（eXtensible Markup Language）が

含まれます。 

• Web アプリケーションとの間でのデータ転送に使用されるすべてのプロトコル（独自または標準

的なもの）またはデータ構造（独自または標準的なもの）が、メッセージフローの他のポイントで

調査されない場合、これらを調査する。 

注: 独自のプロトコルに対しては現在のアプリケーションファイアウォール製品の使用が困難に

なるため、個別の変更が必要になる場合があります。アプリケーションのメッセージが標準的な

プロトコルとデータ構造に即していない場合、アプリケーションファイアウォールでこの特殊なメッ

セージフローを調査するのは無理があるかもしれません。このような場合は、要件 6.6 のコー

ドの見直しまたは脆弱性監査の選択肢を選ぶ方がよいでしょう。 

• WAF 自体を標的とした脅威を防ぐ。 

• SSL または TLS ターミネーションに対応する。または、暗号化された送信内容を復号化して

から調査できる位置に配置されている。調査エンジンの手前で SSL が終端しない限り、暗

号化されたデータストリームは調査されません。 

特定の環境に推奨されるその他の能力  
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• セッションクッキーの暗号化、非表示のフォームフィールドまたはセッションの状態維持に使用す

るデータ要素などによる、セッショントークンの改ざんの回避または防御。 

• ベンダなどからの動的なシグネチャ更新を自動的に受信および適用する。この機能がない場

合は、WAF シグネチャなどの構成設定を頻繁に更新するための手順が必要です。 

• アクティブなポリシーに応じて、フェイルオープン（障害が発生した装置では、トラフィックを調査せ

ずに通過させる）またはフェイルクローズ（障害が発生した装置では、すべてのトラフィックをブロッ

クする）を適用する。注: WAF をフェイルオープンにする場合は、保護されていない Web アプリ

ケーションを公共のインターネットに公開するリスクについて慎重に考慮する必要があります。状

況によっては、バイパスモードを適用できます。バイパスモードでは、通過するトラフィックが一切

変更されません（「フェイルオープン」モードでも、一部の WAF では追跡用ヘッダの追加や、基

準に違反すると判断した HTML の削除などのアクションが実行されます。これにより、トラブル

シューティング作業に悪影響が及ぶことがあります）。 

• 環境によっては、WAF は SSL（Secure Sockets Layer）クライアント証明書と、証明書を

介したクライアント認証のプロキシングに対応する必要がある。 近の Web アプリケーションの

多くは、クライアント SSL 証明書を使用してエンドユーザを認識します。対応していない場合、

こうしたアプリケーションをアプリケーションファイアウォールの背後に配置できません。 近のアプ

リケーションファイアウォールの多くは Lightweight Directory Access Protocol などのユーザ

ディレクトリに統合され、基盤となるアプリケーションの代わりに初期認証を実行することもでき

ます。 

• 一部の e コマースアプリケーションは、FIPS に定めるハードウェアキーの保管に対応する必要

がある。お使いの環境でこのことを検討する場合は、WAF ベンダがこの要件に対応するシステ

ムを取り扱っていることを確認してください。なお、これにより、ソリューションのコストが激増する

場合があるので注意してください。 

その他の考慮事項 
WAF は多くのセキュリティ上の脅威を防ぐことができますが、インフラストラクチャの内部で技術上の問題

が発生する場合もあります。導入の妨げとなりうる次の問題に注意してください。 

• 一般的でないヘッダ、URL、クッキーを使用しているサイトは、特別な調整が必要な場合があ

る。WAF はこうした構成要素を 大サイズに強制することがよくあります。さらに、WAF が検

索するシグネチャが、特定の文字列を「攻撃」と判断して除去してしまうことがあります。この文

字列は、実際には特定のアプリケーションに対して完全に有効である場合もあります。 

• HTML/HTTP RFC に準拠していないか「一般的ではない」コンテンツも、デフォルトのフィルタ

を調整せずにブロックされる場合がある。これには、過度に大きなファイルのアップロードから、外

国の文字セットまたは言語で送信されたコンテンツに至るまで、あらゆるケースが含まれます。 

• DHTML、AJAX（Asynchronous JavaScript and XML） などの動的な技術には、特別な

考慮、テスト、調整が必要な場合がある。こうしたアプリケーションは、WAF が悪意があると判

断する方法で Web サイトにアクセスするようになっている場合があります。 

• クライアント IP アドレスなどの基盤となるネットワークセッションに関する情報を要するアプリケー

ションは、WAF がリバースプロキシとして機能する場合に変更が必要になることがあります。通

常、こうした WAF は HTTP ヘッダにクライアントサイドの情報を配置します。既存のアプリケー

ションはこのことを想定していません。 



 

 
この文書は補足情報を提供することを目的としています。ここで提供される情報は PCI DSS（ペイメントカード業界データセキュリティ基準）の要件 
6.6 に優先するまたは置き換わるものではありません。 

7

 

補足情報: PCI DSS（ペイメントカード業界データセキュリティ基準）要件 6.6 コードの見直しと

アプリケーションファイアウォール

重要事項 
• この文書に述べられているコードの見直しとアプリケーションの脆弱性監査は、アプリケーション

を本番環境に実装する前に実施する必要がある。 

• WAF の「フェイルオープン」または「バイパスモード」を検討している場合、実装の前に、こうした

リスクの大きいモードの使用を定義した特別な手順と基準を定める必要がある。これらのモー

ドが有効になっていると Web アプリケーションが保護されないため、長期にわたる使用はお勧

めしません。 

• Web アプリケーションファイアウォールとこれに関連する Web アプリケーションとの間で、一方の

変更が他方に及ぼす潜在的な影響を評価する必要がある。 

• 本番環境の Web アプリケーションファイアウォールを変更するタイミングと範囲について、影響

を受ける組織内の関係者全員に連絡する。 

• 変更管理、ビジネス継続性、障害回復などのすべてのポリシーと手順に従う。 

• 本番環境の変更は、保守ウィンドウを監視しながら実施する必要がある。 

その他の情報源  
Web アプリケーションのセキュリティに関する詳細を知るための足がかりとして、次の情報源をご利用くだ

さい。 

• OWASP トップ 10 

• OWASP Countermeasures Reference 

• OWASP Application Security FAQ 

• Build Security In （アメリカ国土安全保障省、国家サイバーセキュリティ部門） 

• Web Application Vulnerability Scanners （アメリカ標準技術局） 

• Web Application Firewall Evaluation Criteria （Web Application Security 
Consortium） 

PCI Security Standards Council について 
PCI Security Standards Council の任務は、PCI データセキュリティ基準をはじめとする、支払いデ

ータのセキュリティを高める各種基準についての教育と認知を促進することにより、支払口座のセキュリテ

ィを強化することです。 

 

PCI Security Standards Council は、ペイメントカード大手ブランドである American Express、

Discover Financial Services、JCB International、MasterCard Worldwide、Visa Inc. によって

設立されました。すべての利害関係者が、継続中の PCI Data Security Standard（DSS）、PIN 
Entry Device（PED）、セキュリティ要件、Payment Application Data Security Standard（PA-
DSS）の開発、強化、普及に対してアドバイスし合える、透明性のある評議会を開催することを目的と

しています。加盟店、銀行、プロセサー、POS ベンダの皆様は、ぜひ参加組織としてご加入ください。 


