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概要 
インターネットで"SQL インジェクション"を検索すると、約 400 万件もヒットし
ます。このトピックは人々の興味を引くとともに、根拠のない恐れを抱かせる
ものです。このホワイト・ペーパーでは、SQL インジェクションについて分か
りやすく説明し、SQL インジェクション攻撃を確実に防御できるデータベース
PL/SQL プログラムを作成するための単純明快なアプローチについて説明します。 

SQL インジェクションのリスクが発生するのは、PL/SQL サブプログラムがその
実行時 SQL を作成して実行する場合のみです。このことから、PL/SQL のコンパ
イル時に SQL を凍結するのは思っているより簡単だということが分かるでしょ
う。そうすれば、リスクを防ぐためのルールが必要なのは、実行時に SQL を作
成せざるを得ないまれなシナリオの場合だけであることも理解できるはずです。
結局のところ、そうしたルールは定めるのも守るのも簡単だということです。 
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はじめに 
このホワイト・ペーパーの作成時点では、インターネットで"SQL インジェク
ション"を検索するとおよそ 400 万件もヒットします。このトピックは人々の興
味を引くとともに、根拠のない恐れを抱かせるものです。このホワイト・ペー
パーでは、SQL インジェクションについて分かりやすく説明し、SQL インジェ
クション攻撃を確実に防御できるデータベース PL/SQL プログラムを作成するた
めの単純明快なアプローチについて説明します。 

説明する範囲は、データベースに格納されている PL/SQL ユニットに限定します。
クライアント側プログラムの実装に使用する C や Java などの言語の説明につい
ても同様の扱いにしますが、そうしたプログラムへのアクセスを制御するのは
はるかに困難です。また、データベースへのアクセスをそうしたクライアント
側プログラムのみを使用して行うようにするのは、なお困難です。 

説明を十分に理解していただくために、読者には、データベース PL/SQL ユニッ
トから SQL を実行するさまざまな方法を熟知していることが求められます。こ
のトピックの詳細は、ホワイト・ペーパー『PL/SQL による SQL の実行：ベス
ト・プラクティスとワースト・プラクティス』1に記載されています。そのため、
本書を読む前にこのホワイト・ペーパーを読むことを推奨します。特に、この
ホワイト・ペーパー『PL/SQL による SQL の実行』では、SQL によるデータベー
スへの直接アクセスを禁止し、最小限の PL/SQL API を介してのみクライアント
にデータベースを公開する戦略について説明しています 2。この戦略を採用した
場合は、SQL インジェクションを防止する責任をデータベース PL/SQL が単独で
負う形となり、そのような形であれば十分にこの問題を解決できます。 

当然のことながら、定義できないものを回避することはできないため、“SQL イ
ンジェクションの定義“という項（6 ページ）から始めます。“SQL インジェク
ションはどのようにして発生するのか“の項（15 ページ）では、この定義を基に、
脆弱なコードとして有名ないくつかの例を調査します。また、SQL インジェク
ションの定義を検証するために、いくつかの反例を使用して考察します。 

この 2 つの項の説明を読めば、SQL インジェクションが発生し得るのは PL/SQL
サブプログラムの実行時に「無検査のユーザー入力」3（ここでは漠然とこのよ
うに呼びます）を使用して作成されるテキストを含む SQL 文をそのサブプログラ
ムで実行する場合のみであることが理解できるはずです。したがって、SQL イン
ジェクションを回避する最良の方法は、テキスト全体が実行元の PL/SQL プログ
ラムのソース・コードから全体が導出された SQL 文のみを実行することです。 

とはいえ、このような完全防御のアプローチでは要件に適合しない場合は、や
はりユーザー入力を処理する必要があるため、これを安全に行うことが必要と
なります。このトピックの詳細については、“SQL のリテラルまたは単純 SQL 名
の安全性を保証する“の項（23 ページ）を参照してください。 

この最初の 3 つの項の内容は、後に続く“費用効率よく確実に SQL インジェク

                            
1 『PL/SQL による SQL の実行：ベスト・プラクティスとワースト・プラクティス』は、Oracle Technology Network の Web サイトに公開されていま

す。インターネット検索で簡単に見つけることができます。 
22 この内容については、“PL/SQL API を介してのみクライアントにデータベースを公開する“の項（33 ページ）で説明します。 
3 この概念については、“動的テキスト“の項（40 ページ）で詳しく定義します。 

このホワイト・ペーパ

ーは必ず最新版を参照

してください。各ペー

ジの上部にある URL
にアクセスして確認し

てください。 
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ションを回避するためのルール“の項（33 ページ）の論理的根拠となっており、
その内容を理解するのに役立ちます。このホワイト・ペーパーが独自の貢献を
果たすとすれば、それは概念フレームワーク、および関連する専門用語を作成
したことであり、それらを使用することでルールを簡潔かつ正確に記載できる
ようにした、という点でしょう。新たな専門用語は説明の途中で適宜紹介し、
定義します。しかし、まだ定義されていない用語を受けずに用語説明ができる
順序というのはなかなか見つからないことが判明しました。そのため、「付録
A：このホワイト・ペーパーで紹介されている新しい専門用語の定義」（59
ページ）に新しい用語を一覧し、簡単な定義を加え、このホワイト・ペーパー
内で該当の用語が使用されている項への相互参照を示しています。 

次の“シナリオ“の項（45 ページ）では、ここまでの項で作成した概念とルール
を試すことができるいくつかの要件シナリオについて説明します。それらのシ
ナリオでは、ユーザー入力を基に作成される SQL 文を使用する必要があるよう
に（初心者には）思えます。しかし、そのようなシナリオは多くのプログラ
マーが考えるよりはるかに少なく、たいていは、ソース・コードから導出した
テキストのみで作成された SQL 文を使用する方法で問題なく実装できます。こ
こでは、そうしたシナリオをいくつか紹介します。 

このホワイト・ペーパーの目的は、インジェクション攻撃に耐えられる新しい
PL/SQL コードを作成することです。最後の“既存コードの分析と強化“の項（56
ページ）では、脆弱な恐れがある既存のコードについて簡単に言及します。 

このホワイト・ペーパーではいくつかのルールについて説明し、これを順守す
るよう求めています。そうしたルールをクイック・リファレンスとして「付録
B：SQL インジェクションを防止するためのルールの概要」（63 ページ）に改め
て掲載 4します。 

これらのルールは、インジェクションを確実に阻止するものでありながら、順
守するのが驚くほど簡単です。そのうえ、プログラマーが見落としがちなエッ
ジ・ケースにおけるセマンティックの正確さも保証してくれます。 

 

  

                            
4 このホワイト・ペーパーの作成にあたっては、Adobe FrameMaker 8.0 を使用しました。Adobe FrameMaker 8.0 の相互参照機能を使用すると、参

照元の文章にあるテキストを参照先に含めることができます。そのため、クイック・リファレンスにまとめられている各ルールの表現は、それらが

記載されている箇所の表現とまったく同じです（ただし、残念ながらこのメカニズムではフォントの違いは保持されません）。 
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SQLインジェクションの定義 
SQL インジェクションを定義するには、SQL 言語の構文とその解析方法をおお
よそ理解していることが必要です。 

次のような2つのSQL文の例を検討してみましょう。コード_1は次のとおりです。 

-- コード_1 

select c1 from t where c2 = 'Smith' 

コード_2 は次のとおりです。 

-- コード_2 

select c1 from t wear c2 = 'Smith' 

Oracle Database に接続するまでもなく、Code_1 は構文的に正しく、Code_2 に
は構文エラーがあるのは明らかです 5。次は構文的に正しい 2 つの SQL 文を検討
します。コード_3 は次のとおりです。 

-- コード_3 

select a1 from r where a2 = 'Jones' 

コード_4 は次のとおりです。 

-- コード_4 

select b1 from s where b2 = :1 

トークン:1 はプレースホルダです。列 b1 と b2 がある表 s にアクセス可能な場
合、コード_4 の解析はエラーなしで終了します 6。 

新しい概念の紹介：SQL構文テンプレート 
コード_1、コード_3、およびコード_4 の SQL 文は、同じ SQL 構文テンプレート
の異なるインスタンスです。テンプレート_1 は次のとおりです 7。 

-- テンプレート_1 

select &&1 from &&2 where &&3 = &4 

SQL 構文テンプレートという概念およびテンプレート_1 で使われている表記法
は、このホワイト・ペーパーのために考えられたものです。 

この概念は設計仕様書に記載する範囲に含まれます。設計仕様書には、特定の
目的のために規定した SQL 構文テンプレート（テンプレート）を、テンプレー
ト_1 で使用されている表記法を使って記載します。そして、実装する際にはこ

                            
5 コード_2 を実行しようとすると、常に ORA-00933:SQL command not properly ended エラーとなります。一方で、コード_1 を実行しようとする

と、ORA-00942:table or view does not exist エラーが発生する場合があります。ORA-00933 は構文エラーで、ORA-00942 はセマンティック・エラー

です。当然ながら、現在のユーザーが表 t（c1 varchar2(30)、c2 varchar2(30)）にアクセスできる場合、コード_1 の解析はエラーなしで終了します。 
6 このことは、次の PL/SQL 文  

DBMS_Sql.Parse(Cur, 'select b1 from s where b2 = :1', DBMS_Sql.Native); 

を、適切に記述された PL/SQL 無名ブロックで実行すると、確認できます。 
7 通常の SQL 文と SQL 構文テンプレートとを区別しやすくするために、SQL 構文テンプレートは斜体の可変幅フォントで表します。 
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のホワイト・ペーパーで説明されているプログラミング手法を使用して、規定
された SQL 構文テンプレートのインスタンスである SQL 文だけが、その設計部
分を実装するコール・サイトで発行されるようにします。 

&構文デバイスは、以後値プレースホルダと呼ぶものを示し、&&構文デバイス 8

は、以後単純 SQL 名プレースホルダと呼ぶものを示します。SQL 構文テンプ
レートの値プレースホルダは、通常の SQL 文の標準プレースホルダとは概念が
異なります。SQL 構文テンプレートの値プレースホルダは、適切な SQL のリテ
ラルまたは SQL 文の標準プレースホルダのいずれかを表します。 

個々の SQL 構文テンプレートは、特定のキーワード、特定の演算子、単純 SQL
名プレースホルダ、および値プレースホルダを特定の順序で組み合わせたもの
です。単純 SQL 名プレースホルダと値プレースホルダが含まれているため、さ
まざまな特殊化されたテンプレートが発生すると想定されます。そのため概念
を拡大し、具体的な識別子、リテラル、および標準プレースホルダが使用され
ている例も SQL 構文テンプレートとします。これを示すのが、テンプレート_2
の SQL 構文テンプレートです。各テンプレートは、テンプレート_1 で示されて
いるもっとも一般的な形式を特殊化したものです。 

-- テンプレート_2 

select c1 from &&1 where c2 = &1 

select &&1 from t where &&2 = 99  

select c1 from &&1 where c2 = :1  

select c1 from t where c2 = :1 

特定の SQL 文を特定の SQL 構文テンプレートのインスタンスとして作成すると
きに自由にできるのは、値プレースホルダと単純 SQL 名プレースホルダのテキ
スト置換 9だけです。 

 

  

                            
8 ここでの&の使用方法と、SQL*Plus スクリプト言語での&の使用方法を混同しないでください。ただし、&を使用するという選択は、SQL*Plus で使

用されていることに敬意を表して行ったことです。いずれの場合も、この構文は"実際に"処理が行われる前にテキスト置換が発生することを意味し

ます。 
9 "テキスト置換"と言っても、SQL 構文テンプレートは、Replace()などを使用したプログラムによる PL/SQL ソース・コードの値によるテキスト置換

を表しているという意味ではありません。そうではなく、実行時に PL/SQL プログラムで使用される実際の SQL 文の例を読んだユーザーが、その文

はここで言うテキスト置換によって（設計仕様書に規定されている）SQL 構文テンプレートがインスタンス化されたものであると確認できる、とい

う意味です。 

この置換を監査するという観点から言えば、空白は重要ではありません。設計仕様書には SQL 構文テンプレートを自由にレイアウトすることがで

き、プログラムでは異なるレイアウトを自由に使用できます。いずれのスタイルの場合も、通常のコメントは空白の特殊ケースにすぎません。ただ

し、"*/+"で始まり"/*"で終わる特殊なコメントが設計仕様書に規定されていて、なおかつこれが SQL ヒントを表す場合は、この SQL 構文テンプレー

ト用にプログラムでインスタンス化される実際の SQL 文ではこれを忠実に再現する必要があります。たとえば、キーワードの場合と同様に、SQL ヒ

ントがインスタンス化時に置換の対象になることは絶対にありません。 
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• 値プレースホルダは、標準プレースホルダ 10、またはデータ型がテキスト、
日時、数値である適切な SQL のリテラルで置き換えることができ、これは規
定された構文ルール 11に従って行われます。 

• 単純 SQL 名プレースホルダは、単純 SQL 名 12でのみ置き換えることができま
す。 

• その他の要素を置き換えることはできません。 

特に、このホワイト・ペーパーで取り入れている概念の定義上、修飾 SQL 名を
形成するために使用する文字.および@は SQL 構文テンプレートにはっきりと示
す必要があります。そのため、修飾 SQL 名は単純 SQL 名プレースホルダの置換
には使用できません 13。 

コンパイル時固定SQL文テキストと実行時作成SQL文テキストを区別する 
コンパイル時固定 SQL 文テキストとは、実行時には変更することができず、
ソース・コードを読み取って確実に決定することができる SQL 文のテキストの
ことです。より正確に言うと、これは PL/SQL の静的 varchar2 式 14の SQL 文テ
キストです。PL/SQL の静的 varchar2 式の値は実行時には変更できませんが、コ
ンパイル時に事前に計算することはできます。 

埋込み SQL の SQL 文テキストは PL/SQL コンパイラによって作成され、実行時
に変更することはできません。したがって、埋込み SQL で実行されるのはコン
パイル時固定 SQL 文テキスト 15のみです。 

とはいえ、動的 SQL を実行するいかなる PL/SQL メソッドも、特定のコール・サ
イトにおいて、コンパイル時固定 SQL 文テキストだけを実行するように簡単に
調整できます。必要なのは、文のテキストを PL/SQL の静的 varchar2 式として
作成することだけです。 

実行時作成 SQL 文テキストとは、コンパイル時固定 SQL 文テキストではない
SQL 文のテキストを指す用語です。 

これから説明しますが、コンパイル時固定 SQL 文テキストと実行時作成 SQL 文
テキストを区別することが、SQL インジェクションの説明では重要になります。
さらに重要なことは、SQL テキストの実行に使用するメソッドよりも SQL テキ

                            
10 値プレースホルダを標準プレースホルダまたは SQL のリテラルで自由に置き換えられるというのは、形式的に興味深いだけですが、頭を整理する

のに役立ちます。実行時に値プレースホルダを標準プレースホルダで置き換えるよう、実際のプログラムで指定することはまずありません。そのよ

うな設計は、心配の種になります。 
11 これらのルールは、『Oracle Database SQL 言語リファレンス』に規定されています。 
12 単純 SQL 名は、DBMS_Assert.Simple_Sql_Name()ファンクションが例外を起こすことなく返すものとして定義するのがもっとも簡単です。例は、

SCOTT（これは、Scott などと同様に処理されます）と“My Table”です。SCOTT はこのホワイト・ペーパーで一般 SQL 名と呼ぶ名前の例で、My 

Table はエキゾチック SQL 名の例です。これらの概念については、“例 2：ユーザー指定の表名“の項（18 ページ）を参照してください。 

DBMS_Assert.Simple_Sql_Name()については、“単純 SQL 名の安全性を保証する“の項（29 ページ）を参照してください。 
13 この厳格なアプローチについては、“単純 SQL 名の安全性を保証する“の項（29 ページ）で説明します。 
14 PL/SQL の静的な varchar2 式という用語は、『Oracle Database PL/SQL 言語リファレンス』で定義されています。また、PL/SQL の静的 varchar2 定

数は、constant キーワードを使用して宣言され、かつ PL/SQL の静的 varchar2 式を使用して初期化される変数として、このドキュメントで定義され

ています。定義は再帰的であり、PL/SQL の静的 varchar2 定数は、PL/SQL の静的 varchar2 式を構成するときに使用できます。この概念については、

“静的テキスト“の項（39 ページ）を参照してください。 
15 PL/SQL の静的 varchar2 式のテキストとは異なる議論領域でこのテキストの特徴を説明しているという事実は、コンパイル時固定 SQL 文テキスト

の概念を確立するうえであまり重要ではありません（PL/SQL の静的 varchar2 式のテキストの議論領域はユニットのソース・テキストで、このテキ

ストの議論領域はコンパイル済み PL/SQL ユニットのテキストです）。 
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ストのプロパティに焦点を当てることです。混乱を避けるために、実行メソッ
ドは、埋込み SQL16、ネイティブ動的 SQL、および DBMS_Sql API17と呼ぶことに
します。 

埋込み SQL は、常にコンパイル時固定 SQL 文テキストを実行します。動的 SQL
は、コンパイル時固定 SQL 文テキストを実行することもあれば、実行時作成
SQL 文テキストを実行することもあります。 

静的SQL構文テンプレートと動的SQL構文テンプレートを区別する 

PL/SQL サブプログラムでは、コンパイル時に凍結される SQL 構文テンプレート
を使用する SQL 文を実行することがあります。しかし、SQL 文を実行時に作成
する必要があることもあり、その場合に準拠する必要がある一連の SQL 構文テ
ンプレートが、設計仕様書に明示的に記載するには多くなりすぎることがあり
ます。この項では、この重要な相違点について説明します。 

静的 SQL 構文テンプレートの定義 

コード_5 に示す定義者権限 18のファンクション f()について考えてみましょう。 

-- コード_5 

function f(PK in t.PK%type, Wait_Time in pls_integer)  

return t.c1%type 

authid Definer 

is 

c1 t.c1%type; 

Stmt constant varchar2(32767) := 

'select c1 from t where PK = :b for update wait ' 

|| Wait_Time;  

begin 

execute immediate Stmt into c1 using PK;  

return c1; 

end f; 

  

                            
16 馴染みのある静的 SQL という用語ではなく埋込み SQL を使用したいと思います。後述しますが、動的 SQL は静的テキストを実行するために使用

できます。静的という用語は、過度に使用されています。 
17 DBMS_Sql API 以外のプロシージャ APＩでは、種類は限られますが、完全な SQL 文を実行することができます。また、SQL テキストの断片を受け

取り、それを無検査のまま連結して SQL のテキストを作成し、実行時作成 SQL 文テキストを実行することができます。それらの API については、

「付録 C：動的 SQL を実装する、その他のオラクル提供サブプログラム」（66 ページ）を参照してください。これらの API を安全に使用するための

ルールは、ネイティブな動的 SQL や DBMS_Sql API を安全に使用するためのルールと同じです。そのため、このホワイト・ペーパーでは、これらの

API に関してはこれ以上説明しません。 
18 実行者権限ユニットは安全で、定義者権限ユニットは危険であるという思い込みがあるように思えますが、この認識は甘いと言えます。どちらを

選択するのが適切かは、サブプログラムの目的によって異なります。この例の f()の目的は、表の所有者の権限を使用して特定の表から選択すること

です。f()に対する実行権限が付与される可能性が極めて高いのはその表の所有者ではなく、その表に対する直接的な権限を保持しないユーザーで、

その場合は厳しく制御された表アクセス権がそのユーザーだけに付与されます。一方、実行者権限が適しているのは、パラメータ化されてはいても

強い権限が設定された操作を、サブプログラムを呼び出すユーザーの権限を使用して実行することがサブプログラムの目的である場合です。そのよ

うなサブプログラムに定義者権限が指定され、Sys などによって所有されている場合は、当然リスクが生じます。 
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このファンクションの目的は、主キー（PK）に特定の値を持つ行の列 c1 の値を
表 t から返し、その後の更新に備えてこの行をロックすることです。このファン
クションは、この行が現在他のセッションによってロックされていても失敗し
ないようにする必要があり、ロックされていたとしてもいつまでも待機するこ
とがないようにする必要があります。むしろ、最大待機時間をコール元で指定
できるようにする必要があります。ただ実際には、SQL 構文では、タイムアウ
ト時間 19を決める値としてプレースホルダを使用することができません。 

コンパイル時固定 SQL 文テキストは f()で実行されないのに対し、コンパイル時
に凍結される SQL 構文テンプレート（テンプレート_320を参照）を使用する SQL
文は実行される、ということは手動検査でも十分に分かります。 

-- テンプレート_3  

select c1 from t where PK = :b for update wait &1 

このような SQL 構文テンプレートを静的 SQL 構文テンプレートと呼ぶことにし
ます。 

なお、このように定義したことにより、コンパイル時固定 SQL 文テキストは常
に静的 SQL 構文テンプレートに準拠することになります。しかし、実行時作成
SQL 文テキストは、静的 SQL 構文テンプレートに準拠することも、準拠しない
こともあります。 

動的 SQL 構文テンプレートの定義 

コード_6 に示すプロシージャ x.p()を考えてみましょう。 

-- コード_6 

package x is 

type cw is varray(20) of boolean; 

procedure p(PK in "My Table".PK%type, Wanted in cw);  

end x; 

  

                            
19 このコードは分かりやすく説明するためのものです。実際のアプリケーションではこのような設計を許容できないでしょう。実行される各 select

文は、おそらくそれまでにチェックしたことがあるどの文ともテキストの内容が異なっているため、ハード・パースが急増することになります。妥

協案として、コール元が、たとえば 4 つの値（zero、short、long、infinite）から待機時間を選択できるようにし、選択されたものは対応する仮パラ

メータで表現することにします。そして、待機時間に対応する 4 つの PL/SQL 静的 varchar2 式のいずれかを使用して select 文を作成します。 
20 これは、目的のタイムアウト値は pls_integer で表されること、またこの型の値を varchar2 に連結すると、To_Char()の単一引数オーバーロードを

使用してこのデータ型に暗黙的に変換されるという事実に依存しています。この変換の結果は必ず適切な SQL の数値リテラルになります。これは整

数値であるため、小数点記号が含まれることは決してありません。2 番目の実引数（書式モデルを決定する引数）を環境変数で変更することはでき

ません。デフォルトでは小数点記号の使用が要求されますが、桁区切り記号は要求されません。3 番目の実引数は、小数点記号と桁区切り記号に使

用する文字を決定するもので、次の文 

alter session set NLS_Numeric_Characters 

を使用して設定できるため、影響はありません。これは、ささいなことですが極めて重要なポイントです。in 仮パラメータ Wait_Time のデータ型が

number だった場合は、Stmt の SQL 構文テンプレートは予測できないものとなっていたでしょう。この点については、“SQL の数値リテラルの安全

性を保証する“の項（27 ページ）で改めて説明します。 
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このプロシージャの目的は、My Table21というエキゾチック SQL 名が付けられ
た表から、主キー（PK）に特定の値を持つ行のすべての列のうち任意のサブ
セットの値をレポートすることです。x.p()をコールするコードの作成者は、My 
Table の目的、そのすべての列の名前と意味を知っています。特に、それらの列
が表の外部ドキュメントに記載されている順序を把握しています。My Table の
n 番目の列がレポートに含まれるかどうかは、in 仮パラメータ Wanted の n 番目
の要素によって決まります。 

たとえば、レポート内の列の順序を表の外部ドキュメントに定められた順序と
同じにすること、という要件が機能仕様書に書かれていたとします。表に N 個
の列がある場合、select リストの種類の数は、N から 1 つの項目を選択し、次に
N から 2 つの項目を選択する要領で N から N-1 個の項目まで選択し、最後にす
べての項目を選択するやり方で得られる数の合計になります。これ 22は 2N-1 と
してよく知られているものです。select リストの種類の数は、列が 3 個の場合は
7、10 個の場合は 1,023、20 個の場合は 100 万を超えます。列の数が増えるに従
い select リストの数は指数関数的に増加 23します。 

プロシージャ x.p()は、カスタマイズ可能なレポート 24という非常に一般的な要
件の実装をモデル化したものですが、基盤となる表の列が 20 を超えることは珍
しくありません。そのため、考えられるすべての文をコンパイル時固定 SQL 文
テキストとして指定することは不可能です。むしろ、必要な SQL 文はプログラ
ムで作成しなければなりません。 

パッケージ x の本体に p()を実装する例をコード_7 に示します。select リストは
Col_List()内部ファンクションによって作成されます。この設計では、column 
list という呼び名おそらく最適ではありません。というのは、コード_8 に示すよ
うに、この select リストは実際には、選択した列の値の右側に空白を埋めたも
のを連結して作成された単一の項目だからです。このアプローチを採ることで、
実行時まで構成が分からない select リストに対して、複雑な DBMS_Sql API を使
用する代わりに単純な execute immediate を使用することができます。 

  

                            
21 エキゾチック SQL 名 My Table は、このような名前もありえることを意識してもらうために使用しています。この項で説明しているコードについ

ては、示されているとおり、使用時に二重引用符で囲むこと以外に説明することはありません。これが使用されるのは、通常の PL/SQL ソース・

コード（仮パラメータ PK の宣言内）および PL/SQL の静的 varchar2 式の中のみです。この点については、“サンプル・フォームによる問合せ“の項

（47 ページ）で改めて説明します。 
22 これを確認するにはインターネット検索を行う必要がありますが、これは読者の課題としておきます。 
23 「指数関数的に増加する」という表現は比喩的に使用される場合がほとんどですが、ここでは文字どおりに正しく使用されています。 
24 もう 1 つのよくある要件としては、任意の列のサブセットの比較条件をユーザーが指定できるようにする（いわゆる、例示問合せパラダイム）と

いうものがあります。この要件については、“動的 SQL 構文テンプレートを使用する必要性と動的テキストの必要性とを混同しない“の項（38 ペー

ジ）および“サンプル・フォームによる問合せ“の項（47 ページ）で改めて説明します。 
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-- コード_7 

procedure p(PK in "My Table".PK%type, Wanted in cw) is  

function Col_List return varchar2; 

Stmt constant varchar2(32767) := 'select ' 

|| Col_List() 

|| ' Report from "My Table" where PK = :b'; 

Report varchar2(32767); 

function Col_List return varchar2 is ... end Col_List; 

 

begin 

execute immediate Stmt into Report using PK;  

DBMS_Output.Put_Line(Report); 

end p; 

Stmt を宣言するのに constant キーワードが使用されていますが、これは、宣言
の一環として初期化する必要があることを意味します。これは必須ではありま
せんが、このようにすることを強く推奨します。 

ルール_1 

SQL 文をプログラムで作成する必要がある場合、通常コードには中間結果
を保持するための変数が必要です（少なくとも、使用することによるメ
リットがあります）。そうした変数を constant として宣言するために、宣
言内で値を割り当てます。これには、ネストされたブロック文または前方
宣言ファンクションを使用する必要がある場合があります。この手法を使
用すると、変数の値が初期割当て時と使用時で変化しないと分かるため、
コードのレビューが容易になります。 

万全を期すため、Col_List()ファンクションの実装をコード_8 に示します。 

-- コード_8 

function Col_List return varchar2 is type cn is varray(20) 

of varchar2(30);  

Col_Names constant cn := 

cn('c1', 'c2', 'c3', 'c4', ..., 'c20'); 

Seen_One boolean := false;  

List varchar2(32767); 

begin 

for j in 1..Wanted.Count() loop  

if Wanted(j) then 

List := 

List 

|| case Seen_One when true then '||' 

else '' 

end 

SQL 文をプログラム

で作成する場合は、中

間結果に使用される変

数を constant として

宣言し、コードのレビ

ューをしやすくする。 
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|| 'Rpad('||Col_Names(j)||', 10)';  

Seen_One := true; 

end if; 

end loop; 

return List; 

end Col_List; 

List の構成に使用される要素はすべて PL/SQL の静的 varchar2 式です 25。 

型コンストラクタ varray(20)を使用していることから分かるように、My Table 表
には列が 20 あるとします。x.p()で実行される一連の SQL 文が 100 万通りを超え
る可能性があるとなると、数が多すぎて 1 つ 1 つ点検することはできません。
そのためプログラマー（および監査者）は、Col_List ファンクションから返され
ると明らかに予測される値を元に、考えられるメンバーは何であるかを推論し、
そこから考えられる SQL 構文テンプレートを推定する必要があります 26。この
例で考えられる SQL 構文テンプレートは 20 通りあります。テンプレート_4 に
一部を示します。 

-- テンプレート_4 

select Rpad(&&1, 10) Report  
from "My Table" where PK = :b 

select Rpad(&&1, 10)||Rpad(&&2, 10)||Rpad(&&3, 10) Report  
from "My Table" where PK = :b 

select Rpad(&&1, 10)||Rpad(&&2, 10)|| ... ||Rpad(&&20, 10) Report  
from "My Table" where PK = :b 

このような SQL 構文テンプレートの 1 つ 1 つを動的 SQL 構文テンプレートと呼
ぶことにします。 

静的 SQL 構文テンプレートは、そのテンプレートを作成する PL/SQL ソース・
コードを少し調べることで監査者が確信をもって記述できるものです。動的
SQL 構文テンプレートは、特定のコール・サイト（テンプレート・セットが大
きすぎてテンプレートを個別に記述することはできなくてもテンプレート・
セットの記述は確かにできるコール・サイト）で実行するために作成されるテ
ンプレートの大規模なセットの 1 つです。 

ルール_2 

SQL 構文テンプレートという用語が意味するものを理解する。この理解を応用
して、実行時作成 SQL 文テキストを構成するコードを設計する。静的 SQL 構
文テンプレートと動的 SQL 構文テンプレートの違いを理解する。 

  

                            
25 PL/SQL の静的 varchar2 式という用語は、『Oracle Database SQL 言語リファレンス』に定義されています。この用語の意味については、“静的テキ

スト“の項（39 ページ）を参照してください。 
26 さまざまなありうる SQL 文とありうる SQL 構文テンプレートを正規表現構文で記述することは可能です。 

SQL 構文テンプレー

トという用語が意味す

るもの、および静的

SQL 構文テンプレー

トと動的 SQL 構文テ

ンプレートとの違いを

理解する。 
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SQLインジェクションの定義 

SQL インジェクションは PL/SQL サブプログラムによって引き起こされる可能性
があることから、サブプログラムの作成者が特定のコール・サイトに対して指
定したものとは異なる SQL 構文テンプレートを使った SQL 文がそのコール・サ
イトでそのサブプログラムによって実行されることを SQL インジェクションと
定義します。 

この危険な結末を迎えるのは、作成者が意図したものの代わりに攻撃者が入力
したテキストで SQL 構文テンプレート内の値プレースホルダまたは単純 SQL 名
プレースホルダが置き換えられたときです。攻撃者が入力したテキストで引用
符構文は破壊され、SQL 構文の断片として解析されます。これが、"インジェク
ション（挿入）"（攻撃者が入力した断片がプログラマーの意図していた文に挿
入された）という用語が使用される所以です。攻撃者の目的が達成されるのは、
結果として作成された不正な SQL が、文法的には正しいために検出されること
なくそのまま実行され、意図しない結果を生成する場合です。次の項、"SQL イ
ンジェクションはどのようにして発生するのか"では、書き方が悪いコードが攻
撃されやすいことを示すいくつかの例を示します。SQL インジェクションとは、
意図しない SQL 構文テンプレートを使用した SQL 文が実行されることであり、
そのリスクが生じるのは実行時作成 SQL 文テキストが動的 SQL を使用して実行
されるときのみであることを理解する。 

自明のことですが、埋込み SQL を使用するコール・サイトから SQL インジェク
ションが発生することはありません。また、動的 SQL を使用してコンパイル時
固定 SQL 文テキストを実行するコール・サイトから発生することもありません。 

挿入されたテキストは、サブプログラムの仮パラメータの 1 つから直接渡され
ることもあります（1 次攻撃）が、作成する SQL 文のコンポーネントを取得す
るためにサブプログラムで読取りを行う、信頼されているのに攻撃者が仕組ん
だ不正な値が挿入されている表を介して間接的に取り込まれることもあります
（2 次攻撃）。 

ルール_3 

SQL インジェクションという用語の定義は、意図しない SQL 構文テンプレー
トを使用した SQL 文の実行であることを理解する。したがって、SQL インジェ
クション攻撃を受ける可能性があるのは、動的 SQL を使用して実行しなけれ
ばならない実行時作成 SQL 文テキストのみであることを理解する。 
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SQLインジェクションはどのようにして発生するのか 
これは例で示すのが一番でしょう。例を示すことで、SQL インジェクションの
定義を厳格にすることもできます。この項では、プログラマーがコンパイル時
固定 SQL 文テキスト 27を使用しない理由については触れません。後ほど説明し
ますが、実行時作成 SQL 文テキストがどうしても必要なユースケースは確かに
あります。次に示すコード断片はあまり現実的なものではありませんが、SQL
インジェクションの手法を表しています。 

例1：ユーザー指定の列比較値 

コード_9 に示す PL/SQL コードの一部について考えてみましょう。 

-- コード_9 

... 

q constant varchar2(1) := '''';  

SQL_VC2_Literal constant varchar2(32767) := 

q||Raw_User_Input||q;  

begin 

Stmt := 

'select c2 from t where c1 = '||SQL_VC2_Literal;  

execute immediate Stmt bulk collect into v; 

... 

Raw_User_Input には、列 t.c2 の値として考えられるとプログラマーが想定した
PL/SQL のテキスト値が保持されるはずです。これは SQL インジェクション攻撃
を受けやすいでしょうか。SQL 構文テンプレートはコンパイル時に次のように
固定されると思われるため、"いいえ"と答えたくなります。 

-- テンプレート_5 

select c1 from t where c2 = &1 

Raw_User_Input に次の値が設定されているとしたらどうでしょうか。 

-- 値_1 

Smith 

この場合、Stmt は次のようになります。 

-- 値_2 

select c1 from t where c2 = 'Smith' 

  

                            
27 もちろん、テンプレート_5 の目的は埋込み SQL を使用して達成できます（この埋込み SQL では、プレースホルダを含むコンパイル時固定 SQL 文

テキストをコンパイル時に生成し、実行時にそれを使用するという処理が内部的に行われます）。したがってコード_9 は、“可能な場合は必ずコン

パイル時固定 SQL 文テキストを使用する“の項（34 ページ）で提唱している原則に違反しています。ただし、埋込み SQL で十分な場所でネイティブ

動的 SQL が使用されているコードを見たことがあります。出来の悪いプログラムという以上の説明ができない場合もありますが、不満を募らせた悪

意のある従業員の仕業の場合もあります。 
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どこにも問題はないように見えます。しかし、Raw_User_Input に次の値が設定
されたとしたらどうでしょうか。 

-- 値_3 

O'Brien 

この場合、PL/SQL 変数 Stmt の値は次のようになります。 

-- 値_4 

select c1 from t where c2 = 'O'Brien' 

これは、PL/SQL のテキスト値としては平凡なものですが、SQL 文としては構文
的に正しくない（一重引用符の数が釣り合っていない）ため、解析時に ORA-
00933:SQL command not properly ended エラーとなります。このプログラマー
は、PL/SQL のテキスト値を一重引用符で囲んで SQL のテキスト・リテラルを作
成するつもりでした 28。しかし、O'Brien がテキスト列の値として妥当なもので
あることを忘れ、妥当であるが故に PL/SQL のテキスト値の内部に一重引用符が
正当に含まれる可能性があることを忘れていました。SQL のテキスト・リテラ
ルを PL/SQL のテキスト値から作成する場合は、ルール上、内部一重引用符を 2
つ重ねてエスケープされるようにしてから、前後を一重引用符で囲む必要があ
ります 29。プログラマーがこれを忘れていたため、SQL のテキスト・リテラル
は単独の内部一重引用符で閉じられ、Brien''は 2 つの SQL トークン（Brien と'）
として解析されます。 

これはありふれたバグに思えるかもしれませんが、当然のことながら、当たり
前の理由で回避されるべきものでもあります。とはいえ、このようなバグが存
在していても永久に検出されない可能性があり、巧妙かつ悪意をもって考案さ
れた値が Raw_User_Input に設定された場合は悲惨な結果になります。 

Raw_User_Input に次の値が設定されているとします。 

-- 値_5 

' 

union 

select Username c1 from All_Users -- 

この場合、Stmt は次のようになります。 

-- 値_6 

select c1 from t where c2 = ''  

union 

select Username c1 from All_Users --' 

 

                            
28 言うまでもないことですが、ここでのポイントは、プログラマーが書いている PL/SQL プログラムのソース・コードは、他のプログラム（SQL 文）

のソース・テキストを実行時に作成してから実行することを目的としたものであるという点です。 
29 Oracle Database 10g には、SQL と PL/SQL の両方を対象にした代わりの引用符構文、いわゆる代替引用符メカニズム（ユーザー定義の引用符メカ

ニズム、または q-quote 構文と呼ばれることもあります）が導入されています。その目的は、値自体に一重引用符が含まれている場合の使い勝手を

よくすることにあります。次に PL/SQL の例を示します。 
v varchar2(80) := q'{You can't do that}'; 

始まりの「q'」と終わりの「'」は変更できません。内側の括弧はユーザーが選択します（この例では、「{」と「}」）。このメカニズムは使用すべき

でないことを、“SQL のテキスト・リテラルの安全性を保証する“の項（23 ページ）で確認します。 



 

17 | SQLインジェクションに耐性のあるPL/SQLの記述 2017年5月10日 

プログラマーが追加する、終わりの一重引用符になるはずの文字に注目してく
ださい。対応する引用符がない場合は構文エラーとなりますが、値_5 の終わり
には単一行コメントの開始点となる--トークンがあるため、この一重引用符は効
力を失います。 

その結果、正しい SQL 文になります。Oracle Database では、空の文字列は
NULL と同じであり、NULL との等価比較では結果は常に NULL となり、t から選
択される行はないため、SQL 文は次のように単純化できます。 

-- 値_7 

select Username c1 from All_Users 

この SQL 文は、テンプレート_5 とはまったく異なる SQL 構文テンプレートのイ
ンスタンスであり、プログラマーが意図したものでないことは確かです。した
がって、Stmt を実行するサブプログラムは実際には SQL インジェクション攻撃
を受けやすい、ということが分かりました。 

これが SQL インジェクションの典型的な例です。実行時作成 SQL 文テキストを
発行するプログラムはどれもこのような攻撃を受けやすい、という根拠のない
不安を持つ人がいます。ただし、次の漫画 30で示されているように、このよう
な攻撃は単純な予防策を講じることで必ず防ぐことができます。 

 

この例における正しい予防策は明らかです。PL/SQL のテキスト値が SQL のテキ
スト・リテラルに変換されることになっている場合、結果として得られる文字
列は一重引用符で始まり一重引用符で終わる必要があります。また、一重引用
符の間には、単独の一重引用符も奇数個の一重引用符もあってはいけません。
この点については、“SQL のリテラルの安全性を保証する“の項（23 ページ）で
詳しく説明します。 

  

                            
30 この漫画のオリジナルは、http://xkcd.com/327/にあります。脚注には、"…これらの漫画は自由にコピーして共有することができます（ただし、

販売はしないでください）"と書かれています。 
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例2：ユーザー指定の表名 

コード_10 に示す PL/SQL の断片を考えてみましょう。 

-- コード_10 

... 

Stmt := 

'select c1 from '||Raw_User_Input||' where c2 = ''Smith'''; 

execute immediate Stmt bulk collect into v; 

... 

Raw_User_Input には、プログラマーが表またはビューの名前として期待する値
が保持されるはずです。これは SQL インジェクション攻撃を受けやすいでしょ
うか。例 1 と同様、"いいえ"と答えたくなるかもしれません。SQL 構文テンプ
レートは、コンパイル時に次のように固定されるように思えるからです。 

-- テンプレート_6 

select c1 from &&1 where c2 = 'Smith' 

Raw_User_Input に次の値が設定されているとしたらどうでしょうか。 

-- 値_8 

t 

この場合、Stmt は次のようになります。 

-- 値_9 

select c1 from t where c2 = 'Smith' 

この例も、どこにも問題はないように見えます。しかし、こういった方法 31を
利用するプログラマーはほとんどいませんが、次の SQL*Plus スクリプトの実行
はエラーなしで終了することを思い出してください。 

-- コード_11 

drop table "a /" 

/ 

create table "a /"("?" number, "a'b" number, " " number) 

/ 

insert into "a /"("?", "a'b", " ") values (1, 2, 3) 

/ 

select * from "a /" where "?" = 1 

/ 

select '['||Table_Name||']' x from User_Tables  

union 

select '['||Column_Name||']' x from User_Tab_Cols  

where Table_Name = 'a /' 

                            
31 DBA および開発者向けの GUI ツールは、ますます一般的なものとなってきています。それらのツールを使用すれば、SQL を直接入力しなくてもオ

ブジェクトを作成できます。そのため、最近では、以前よりもエキゾチック SQL 名（明細項目など）が多く見られるようになっています。 
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order by x 

/ 

SQL 識別子は、データベース文字セット内の 1 つ以上の文字を任意の順序で並
べて構成することができます（ただし、30 バイト以下で表現できる場合）32。
コード_10 の最後の select からは、次の行を含む出力が生成されます。 

[ ] [?] 

[a /] [a'b] 

値がどのようにメタデータになるのかをカタログ・ビューで確認してください。
また、これらのビューを問い合わせるときのルールが他の表やビューのルール
と変わらないということにも注目してください。特に、識別子には単独の一重
引用符が規定に沿って含まれている場合があるため、メタデータの問合せで識
別子を表す SQL のテキスト・リテラルを作成する際には、同様の注意を払う必
要があります。 

SQL では通常すべての識別子を二重引用符で囲む必要がある、と考えると分かり
やすいでしょう。ただし、識別子の先頭がアルファベット文字で、その後に英数
字、下線、#、または$だけが使用されている場合に限り、（ユーザビリティ上の
メリットとして）二重引用符を省略することができます。二重引用符が省略され
ている場合は、識別子が SQL パーサーによって大文字に変換されます。 

この区別を表す決まった専門用語はないようです。先頭が A..Z の範囲の大文字
アルファベットで、その後に A..Z の範囲の大文字英数字、下線、#、または$の
みが使用されている SQL 名を、このホワイト・ペーパーでは一般 SQL 名という
用語で呼ぶことにします。SQL 文内の一般 SQL 名は二重引用符で囲む必要はあ
りません。また、囲まれていない場合は、大文字と小文字のどちらで記述され
ていても問題ありません。ただし、二重引用符で囲むこともできます。二重引
用符で囲まれている場合は、SQL パーサーによって文字の大小が保持されるた
め、すべて大文字で記述する必要があります。一般 SQL 名のルールに反してお
り、したがって SQL 文内では二重引用符で囲む必要がある SQL 名のことを、こ
のホワイト・ペーパーではエキゾチック SQL 名という用語で呼ぶことにします。 

次に、テンプレート_6 の単純 SQL 名プレースホルダの値が t ではなく a /だった
場合、Raw_User_Input の値は次のようになります。 

-- 値_10 

a / 

この場合、Stmt は次のようになります。 

-- 値_11 

select c1 from a / where c2 = 'Smith' 

                            
32 1 つだけ例外として、次の DDL 文があります。 

create table "a""b"(n number) 

これは、ORA-03001:unimplemented feature エラーとなります。識別子には二重引用符を含めることができません。Oracle Database では、もうその

ような識別子は認められていません。エラー・メッセージのテキストは、Oracle Database の今後のバージョンではまた認められる可能性があること

を示唆しているように思えますが、これは誤りです。そのような予定はありません。 
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これは構文的には誤りであり、解析時に ORA-00933:SQL command not properly 
ended エラーとなります。 

プログラマーは、PL/SQL のテキスト値から SQL 識別子を作成するつもりでした
が、エキゾチック SQL 名が入力される可能性があることを忘れていました。
PL/SQL のテキスト値から SQL 識別子を作成するためのルールでは、この点を考
慮する必要があります。これについては、“単純 SQL 名の安全性を保証する“の項
（29 ページ）で詳しく説明します。 

これも、やはり平凡なバグのように思えます。そしてこのバグも永久に検出さ
れないことがあります（エキゾチック SQL 名を使用するケースは、比較的まれ
です）。繰り返しになりますが、このバグがあると、巧妙かつ悪意をもって考
案された値が Raw_User_Input に設定された場合は悲惨な結果になります。 

Raw_User_Input に次の値が設定されているとします。 

-- 値_12  

t where 1=2  

union 

select Username c1 from All_Users -- 

この場合、Stmt は次のようになります。 

-- 値_13 

select c1 from t where 1=2  

union 

select Username c1 from All_Users -- where c2 = 'Smith' 

このコードで想定されているのは一般 SQL 名だけです。しかし、コール元が設
定したのはエキゾチック SQL 名でした。これは、結果が正しい SQL 文になるよ
うに巧妙に設計されています。例 1 と同様、この SQL 文も次のように単純化で
きます。 

-- 値_14 

select Username c1 from All_Users 

この SQL 文も、テンプレート_6 で示した SQL 構文テンプレートとはまったく異
なるインスタンスであり、プログラマーが意図したものではありません。つま
り、Stmt を実行するサブプログラムは SQL インジェクション攻撃を受 3 けやす
いといえます。 

この例における正しい対処法もはっきりしています。PL/SQL のテキスト値を使
用して SQL 識別子を作成する場合に必要なのは、変換時に一般 SQL 名とエキゾ
チック SQL 名との違いを認識すること、大文字と小文字を適切に処理すること、
最終的な結果を二重引用符で囲むことです。 
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反例3：ユーザー指定のwhere句 

コード_12 に示す次の PL/SQL の断片を考えてみましょう。 

-- コード_12 

... 

Stmt := 'select c1 from t where '||Raw_User_Input;  

execute immediate Stmt bulk collect into v; 

... 

 

PL/SQL 識別子に適切な名前がつけられているため、目的の SQL 構文テンプレー
トは指定していないと仮定します。そのためこれは、任意の SQL 文を実行でき
る仕様の SQL*Plus と同様、形式的には SQL インジェクションの説明の範囲外に
なります。 

プログラマーの頭には、Stmt でインスタンス化できると考えらえる SQL 構文テ
ンプレート・セットについて何らかの考え（たとえば、表 t の列を任意に組合せ
たものそれぞれをリテラルと等価比較するなど）があったかもしれません。しか
し、文字列が適切な形の SQL リテラルまたは SQL 識別子なのかを確認するのと
は異なり、想定される完全な where 句が、意図した SQL 構文テンプレート・セッ
トの 1 つをインスタンス化したものかどうかを確認するのは非常に困難です。 

何らかの方法でデータベースに直接接続して同じ表に対して任意の select 文を
実行できるユーザーのみがこの PL/SQL プログラムを実行できるということが保
証されない限り、コード_12 で示唆されるような極めて柔軟性の高い PL/SQL プ
ログラムの機能仕様書は却下する必要があります。 

この点については、“可能な場合は、実行時作成 SQL 文テキストには静的 SQL 構
文テンプレートを使用する“の項（35 ページ）で改めて説明します。 

反例4：意図が不明なSQL構文テンプレート 

次は、コード_13 に示すプロシージャを考えてみましょう。 

-- コード_13 

procedure Make_DBA(Raw_User_Input in varchar2)  

authid Definer -- Current_User 

is 

Double_Quote_Test constant char(3) := '%"%';  

begin 

if Raw_User_Input like Double_Quote_Test then 

Raise_Application_Error(-20000, 'Interior " is illegal'); 

end if; 

 

declare 

Username constant varchar2(32767) :=  

'"'||Raw_User_Input||'"'; 
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Stmt constant varchar2(32767) :=  

'grant DBA to ' 

|| Username 

|| ' identified by x with Admin Option';  

begin 

DBMS_Output.Put_Line(Stmt);  

execute immediate Stmt; 

end; 

end Make_DBA; 

内部に二重引用符がある Raw_User_Input の値が入力されるとエラーが発生する
33こと、また、内部に二重引用符がない値は二重引用符で囲まれる 34ことから、
SQL 構文テンプレートは必ず以下のようになります。 

-- テンプレート_7 

grant DBA to &&1 identified by x 

したがって、SQL インジェクションが発生する危険はありません 35。そのため、
詳細については、このホワイト・ペーパーでは取り上げません。 

ですが、他に説明すべきことがあります。この SQL 構文テンプレートの目的は、
真剣に解析することの必要性を示すことにあります 36。Make_DBA()は実行者権
限のプロシージャであるため、これをエラーなしで実行できるのは管理オプ
ションが設定された DBA ロールをすでに保持しているユーザーのみです。その
ため、名目上は、このプロシージャに対する実行権限を public に付与しても安
全なはずです。ただし、ささいなことですが、考慮すべき点がもう 1 つありま
す。データベース内のあるサブプログラムの所有者が管理オプション付きの
DBA ロールを持ち、そのサブプログラムがインジェクション攻撃を受けやすい
場合は、このサブプログラムで実行される SQL は注入できなくてもこのプロ
シージャを起動させる 処 理 37 を注 入する ことが 可能 です。そ うなる と、
Make_DBA()のようなプロシージャが存在するとセキュリティ監査は明らかに難
しくなります。 

  

                            
33 単純 SQL 名に二重引用符を含めることはできません。SQL 文にそのような名前を付けようとすると、ORA-03001:unimplemented feature エラー

となります。 
34 この例では稚拙なプログラミング方法が使用されていますが、それは、“単純 SQL 名の安全性を保証する“の項（29 ページ）で説明する内容（適切

なアプローチ）を先に説明してしまわないようにするためです。後ほど説明しますが、DBMS_Assert.Simple_Sql_Name()を使用するのが適切なアプ

ローチです。 
35 Raw_User_Input の変換結果のユーザビリティに疑問を持つ人もいると思います。名前が一般 SQL 名の SCOTT であるユーザーを指定したかった

ら、必ずすべてを大文字で記述する必要があります。これは SQL の表記規則ではありません。ただ、この例ではユーザビリティには注目していませ

ん。この例は、SQL インジェクションについて分かりやすく説明できるように設計されています。 
36 コードを単純にするために、パスワードは明示的な識別子として指定しています。ただし、ユーザー入力（二重引用符で囲むだけでなく、厳しい

パスワード強度テストに合格する必要もあります）でパスワードを指定したとしても、この例のポイントは変わりません。 
37 これを行うには、Autonomous_Transaction プラグマで定義した実行者権限のファンクション内にプロシージャをラッピングする必要があります。 
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SQLのリテラルまたは単純SQL名の安全性を保証する 
動的テキスト 38で置き換えることができる SQL 構文テンプレート内の要素は 2
種類だけです。1 つは、SQL のリテラルで置換できる値プレースホルダで、もう
1 つは、単純 SQL 名で置換できる単純 SQL 名プレースホルダです。ただし、“例
1：ユーザー指定の列比較値“の項（15 ページ）および“例 2：ユーザー指定の表
名“の項（18 ページ）で確認したように、SQL インジェクションのリスクが生じ
るのはまさにこの置換が行われるときです。したがって、この項では、そのよ
うなリスクを防ぐためのアプローチを規定します。 

SQLのリテラルの安全性を保証する 
SQL には 3 種類のリテラル（テキスト、日時、数値）があります 39。各リテラ
ルにはそれぞれの注意点があります。 

SQL のテキスト・リテラルの安全性を保証する 

SQL のテキスト・リテラルとして値、O’Brien が指定されることになっている場
合、このリテラルはデフォルトのメカニズム（コード_14）または代替引用符メ
カニズム（コード_15）40を使用して記述できます。 

-- コード_14 

...where Last_Name = 'O''Brien' 

-- コード_15 

...where Last_Name = q'{O'Brien}' 

代替引用符メカニズムを使用すると、内部に単独の一重引用符がある値の可読
性が向上しますが、安全な SQL のテキスト・リテラルを作成するためには使用
を禁止する必要があります 41。 

DBMS_Assert パッケージ 42にはファンクション Enquote_Literal()があります。
このファンクションには、1 つの仮パラメータ Str（データ型は varchar2、モー
ドは in）があり、返されるデータ型は varchar2 です。適切な形の SQL のテキス
ト・リテラルを入力すると、出力は入力と同一になりますが、適切な形でない
SQL の テ キ ス ト ・ リ テ ラ ル を 入 力 す る と 、 事 前 に 定 義 さ れ た 例 外
Standard.Value_Error が発生します 43。 

以上のことから、PL/SQL のテキスト値から安全な SQL テキスト・リテラルを作

                            
38 動的テキストという用語については“動的テキスト“の項（40 ページ）で改めて定義します。ここでは、直感で意味を推測するだけで十分です。つ

まり、動的テキストとは、その構成を PL/SQL の静的 varchar2 式までしかさかのぼることができないテキストのことです。 
39 これらの項目の構文定義については、『Oracle Database SQL 言語リファレンス』を参照してください。 
40 代替引用符メカニズムは Oracle Database 10g からサポートされています。 
41 理由は簡単です。DBMS_Assert パッケージには、この構文の安全性をアサートする機能がないためです。 
42 DBMS_Assert パッケージは Oracle Database 11g で初めてドキュメントに掲載されました。 
43 1 つ例外があり、入力値の内部の一重引用符が正しくペアになっているだけで、始まりも終わりも一重引用符でない場合は、Enquote_Literal()によ

り自動的に前後の一重引用符が追加されます。このように設計されたことは残念だ、このファンクションは純粋なアサータとして考案された方がよ

かった、と感じている人（Bryn Llewellyn など）もいます。しかし、これはすでに作成されたファンクションであり、下位互換性を考慮すると変更

することはできません。このホワイト・ペーパーでは、常に可能なアプローチとして、このファンクションを純粋なアサータとして使用する方法を

推奨します。 



 

24 | SQLインジェクションに耐性のあるPL/SQLの記述 2017年5月10日 

成するためのルールは次のようになります。 

• PL/SQL のテキスト値内にある各単独の一重引用符は、2 つの連続する一重引
用符で置換する。 

• 値の先頭の前と値の末尾の後にそれぞれ 1 つの一重引用符を連結する。 

• 結果が安全であることを DBMS_Assert.Enquote_Literal()でアサートする 44。 

3 番目のルールは極めて重要です。インジェクションに対する安全性を保証する
のはこのルールです。最初のルールはうっとうしいエラーが実行時に発生しな
いようにするためのものです。 

SQL の日時リテラルの安全性を保証する 

SQL の日時リテラルは SQL のテキスト・リテラルの一種ですが、追加条件とし
て、日時データ型の値に変換できることも必要です。そのため、当然ですが、
SQL の日時リテラルの安全性は、DBMS_Assert.Enquote_Literal()を使用して SQL
のテキスト・リテラルとまったく同じ方法でアサートする必要があります。 

では、この単純なルールを忘れ、単一引数の To_Char(d)（d は日時データ型）
と単一引数の To_Date(t)（t はテキストデータ型）の動作としてドキュメントに
記載されている内容も忘れたら何が起こり得るのかを見てみましょう。そのた
めに作成したプロシージャについて考えてみましょう。最初の数行をコード_16
に示します。 

-- コード_16 

procedure p is 

q constant varchar2(1) := '''';  

d constant date := 

To_Date('2008-09-22 17:30:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss');  

Stmt constant varchar2(32767) := 

'select t.PK from t where t.d > ' || q||d||q; 

... 

begin 

execute immediate Stmt bulk collect into Results; 

... 

作成者は、示されているコードを使用すると、d が Stmt に連結されるときに単
一引数の To_Char()が PL/SQL によって暗黙的に呼び出され、Stmt の実行時に単
一引数の To_Date()が暗黙的に呼び出されることを理解しているかもしれません。
また、単一引数の To_Char()および単一引数の To_Date()の出力はいずれも
NLS_Date_Format パラメータの環境設定によって影響を受けるということすら
覚えているかもしれません。そして、2 番目の変換は最初の変換を打ち消す処理
であるため、何も心配することはないと判断したかもしれません。 

                            
44 このホワイト・ペーパーでは、コード例でこのパッケージを使用する場合はどのコードでも、修飾子を付けないパブリック・シノニムを使用する

のではなく、Sys.DBMS_Assert のように必ず所有者で修飾した名前を使用しています。これは安全確保のために欠かせない手段です。これにより、

オラクル提供の DBMS_Assert パッケージであるはずのものを参照する PL/SQL ユニットと同じスキーマ内にあるプライベート・シノニムまたはプラ

イベート・パッケージで単純名を取得できないようにします。 
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しかし、このような理解は甘いと言えます。少なくとも、このプログラムには
ありふれたバグがあり、日付が不正確になることが原因で信頼できない問合せ
結果が導き出される恐れがあります。表 t のデータはコード_17 に示す SQL*Plus
スクリプトで移入されたものだとします。 

-- コード_17 

alter session set NLS_Date_Format = 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss' 

/ begin 

insert into t(PK, d) values(1, '2008-09-23 17:30:00');  

insert into t(PK, d) values(2, '2008-09-21 17:30:00');  

commit; 

end; 

/ 

今度は、コード_18 に示す SQL*Plus スクリプトを使用して p()が実行されると仮
定します。 

-- コード_18 

alter session set NLS_Date_Format = 'dd-Mon-yy hh24:mi:ss' 

/ 

begin p(); end; 

/ 

alter session set NLS_Date_Format = 'yyyy' 

/ 

begin p(); end; 

/ 

最初に p() を実行し たとき は、表 t が移入さ れたと きの設定 とは異 なる
NLS_Date_Format の設定で実行されますが、それでも予想どおりの結果が得ら
れます。つまり、PK=1 の行だけが選択されます（これは、日付が格納されたと
きの精度が保持されているためです）。ところが、2 回目に実行したときは、
PK=1 の行と PK=2 の行の両方が選択されるという、ほぼ間違いなく想定外の結
果が得られます。その理由は言うまでもありませんが、テキスト型への変換で
情報が欠落した PL/SQL の変数 d の値を再び日時データ型に変換したことで、変
数 d の値が 2008-01-01 00:00:00（と表示されるもの）になったためです。ここ
には、もはや意図した精度は保持されていません。 

“例 1：ユーザー指定の列比較値“の項（15 ページ）にある例に関する説明を理解
している人は、プロシージャ p()がありふれたバグを含むだけでなく SQL イン
ジェクション攻撃にも弱いことを知っても驚かないでしょう。コード_19 に示
す SQL*Plus スクリプトを使用して p()が実行されると仮定します。 

-- コード_19 

alter session set 

NLS_Date_Format = '"'' and Scott.Evil()=1--"' 

/ 
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begin p(); end; 

/ 

 

値_15 に示す値を Stmt に割り当てます。 

-- 値_15 

select t.PK from t where t.d > '' and Scott.Evil()=1--' 

これは、意図した SQL 構文テンプレートのインスタンスではありません。その
ため、SQL インジェクションが発生してしまいました。これに関しては、通常
とは異なる説明になります。単独の一重引用符が実行時作成 SQL 文に挿入され
ていますが、今回は直接ではなく、NLS 環境パラメータを介して側面から 45挿入
されています。当然、すべてが白紙に戻ります。悪意のあるファンクションを
起動するコードが挿入されることにより、p()で追加される終わりの一重引用符
になるはずの文字が、一行のコメントの開始点を示す--トークンによって効力を
失います。そして、Scott.Evil()が起動されるというわけです。 

ここまでの説明は回りくどいものに思えたかもしれませんが、結論は理解する
のも実装するのも簡単です。以上のことから、PL/SQL の日時値から安全な SQL
の日時リテラルを作成するためのルールは次のようになります。 

• データ型が date の入力に対しては、To_Char（d、Fmt）の 2 パラメータ・
オーバーロードを使用して、SQL の日時リテラル 46、t を作成する（これは、
当然 PL/SQL の varchar2 になります）。Fmt の値には、機能仕様書で精度の
ために求められているのと同じ値を使用する。 

• この値の先頭の前と末尾の後にそれぞれ 1 つの一重引用符を連結する。 

• 結果が安全であることを DBMS_Assert.Enquote_Literal()でアサートする。 

• To_Date（t、Fmt）の 2 パラメータ・オーバーロードを使用し、Fmt には t
を作成するために使用したのと同じ値を使用して、SQL 文の日付条件を作成
する。 

3 番目のルールは極めて重要です。インジェクションに対する安全性を保証する
のはこのルールです。最初の 2 つと 4 番目のルールはうっとうしいエラーが実
行時に発生しないようにするためのものです。 

このアプローチを実装したプロシージャ p_Safe()の最初の数行をコード_20 に示
します。 

-- コード_20 

procedure p_Safe(d in date) is 

q constan333t varchar2(1) := ''''; 

-- Choose precision according to purpose. 

                            
45 この種の攻撃のことを David Litchfield 氏はラテラル（側面からの）SQL インジェクションと呼んでいます。これに関する記事は、インターネット

上で参照できます。アドレスは次のとおりです。 

http://www.davidlitchfield.com/lateral-sql-injection.pdf 
46 もちろん、date だけが日時データ型ではありません。同じ論理がタイムスタンプ・リテラルなどにも該当します。 

http://www.databasesecurity.com/dbsec/lateral-sql-injection.pdf
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Fmt constant varchar2(32767) := 'J hh24:mi:ss'; 

Safe_Date_Literal constant varchar2(32767) := 

Sys.DBMS_Assert.Enquote_Literal(q||To_Char(d, Fmt)||q); 

Fmt_Literal constant varchar2(32767) := q||Fmt||q; 

Safe_Stmt constant varchar2(32767) := 

' insert into t(d) values(To_Date(' 

|| Safe_Date_Literal 

|| ', ' 

|| Fmt_Literal 

|| '))'; 

begin 

execute immediate Safe_Stmt; 

... 

Sysdate() を 使 用 し て p_Safe() を 呼 び 出 す と 、 値 _16 47 に 示 す よ う な 値 が
Safe_Stmt に割り当てられます。 

-- 値_16 

insert into t(d) values(To_Date('2454723 18:01:05', 'J hh24:mi:ss')) 

Safe_Stmt の構成は、NLS_Date_Format パラメータに対する変更の影響を受け
ません。 

SQL の数値リテラルの安全性を保証する 

SQL のテキスト・リテラルの特別な種類である SQL の日時リテラルとは異なり、
SQL の数値リテラルには固有の構文があります。数値リテラルでは、小数点記号と
して必ずドット（.）が使用され、桁区切り記号が含まれることはありません。次
にいくつか例を示します（一重引用符で囲んでいない点に注意してください）48。 

42 

-1 

+6.34 

0.5 

-123.4567  

25e-03 

25f 

+6.34F  

0.5d 

-1D 

SQL 構文では、国の違いは認識されません。ただし、数値データ型に対する
To_Char()ファンクションのオーバーロードの出力では認識されます。このファ
ンクションには、1 つ、2 つ、および 3 つの仮パラメータがある 3 つのサブオー
バーロードがあります。 

 

                            
47 ユリウス日付 2454723 は 2008 年 9 月 13 日です。 
48 これらは、『Oracle Database SQL 言語リファレンス』からの引用です。 
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3 つの仮パラメータがあるオーバーロードの場合は、Fmt と呼ばれる 2 番目の仮
パラメータで書式モデルを指定し、NLSparam と呼ばれる 3 番目の仮パラメータ
で記号類（小数点記号、桁区切り記号、通貨記号など）に使用する実際の文字
を指定します。 

2 つの仮パラメータがあるオーバーロードの場合は、2 番目の仮パラメータで書
式モデルを指定します。特に、このオーバーロードが使用される場合は、
NLS_Numeric_Characters、NLS_Currency、および NLS_ISO_Currency の各環境
パラメータで NLSparam（のコンポーネント）の値が決まります。さらに、1 つ
の仮パラメータのオーバーロードを使用する場合は、固定のデフォルト値が
Fmt の値に設定されます。つまり、この値を環境で制御することはできません。
しかし、NLSparam の値は依然として環境設定で決まり、効力が継続します。 

コード_21 に示す insert 文を使用して、表 t にデータが移入されたと仮定します。 

-- コード_21 

insert into t(n) values (123456.789) 

コード_22 に SQL*Plus のスクリプトを示します。 

-- コード_22 

select n from t 

/ 

alter session set NLS_Numeric_Characters = ',.' 

/ 

alter session set NLS_Currency = 'NOK ' 

/ 

select To_Char(n, 'L999G999G999D999') n from t 

/ 

select n from t 

/ 

select To_Char(n, 'TM', 'NLS_Numeric_Characters = ''!.''') n 

from t 

/ 

alter session set NLS_Numeric_Characters = '''.' 

/ 

select 'c1 = '||n x from t 

/ 

このスクリプトから次の出力が得られます。 

123456.789 

NOK 123.456,789 

123456,789 

123456!789 

c1 = 123456'789 
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SQL の数値リテラルを慎重に作成しないと、構文エラーのある SQL 文（意図し
たものとは異なる SQL 構文テンプレート）が生成される危険があります。単独
の一重引用符を挿入できるという点には特に注意が必要です。これは、ラテラ
ル SQL インジェクションのもう一つの例であり、教訓は明白です。 

以上のことから、PL/SQL の数値から安全な SQL の数値リテラルを作成するため
のルールは次のようになります。 

• 3 つの仮パラメータがある To_Char()オーバーロードによる明示的な変換を使
用する。このオーバーロードでは、Fmt の値を指定する必要があります。1
つの仮パラメータのオーバーロードを使用するときは、デフォルト値となる
値を明示的に指定する。これは'TM’です 49。 

• 1 つまたは 2 つの仮パラメータがあるオーバーロードを使用するときに、
NLS_Numeric_Characters パラメータのデフォルト値となる値を明示的に指
定する。これは、'.,'です。 

この点については、“安全な動的テキスト“の項（40 ページ）で改めて説明し、
このオーバーロード用の簡単な To_Char（x f、n）を紹介します。 

単純SQL名の安全性を保証する 

エキゾチック SQL 名 50が O’Brien であるユーザーが存在し、そのユーザーのス
キーマに一般 SQL 名が PROC であるプロシージャと、一般 SQL 名が PKG である
パッケージが存在するとします。このパッケージには、エキゾチック SQL 名が
Do it のプロシージャがあるとします。さらに、このデータベースに対するリン
クが異なるデータベースに存在し、一般 SQL 名が LNK であるとします。以下に、
異なるコンテキストにおいて SQL 文で使用できる可能性がある、さまざまな修
飾 SQL 名の例をいくつか示します。 

Proc  

"O'Brien".Pkg  

Pkg."Do it"  

Proc@"Lnk" 

"O'Brien".Pkg."Do it"  

"O'Brien".Pkg@lnk  

"O'Brien".Pkg."Do it"@LNK 

次に示すのは、修飾 SQL 名の一般的な形式です。 

a [ .b [ .c ]][ @dblink ] 

  

                            
49 'TM'とは、いわゆるテキスト最小数値書式モデルのことです。これは、出力が 64 文字を超えない場合は、固定表記法で可能な文字の最小数を返し

ます。出力が 64 文字を超える場合は、モデルが'TMe’だったものとして数が返されます。'Tme''は、科学表記法で可能な文字の最小数を返します。機

能仕様書でこれが推奨されている場合は、'TMe'モデルを明示的に指定しても安全です。実際、どの書式モデルであっても、機能仕様書に記載されて

いる精度を得るための要件を考慮して NLSparam 引数の値とともにそのモデルが意図的に選択されている場合は安全です。 
50 一般 SQL 名とエキゾチック SQL 名を作成するためのルールは、『Oracle Database SQL 言語リファレンス』に記載されていますが、“例 2：ユー

ザー指定の表名“の項（15 ページ）で説明したとおり、これらの専門用語はこのホワイト・ペーパーのために考案したものです。 
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項目 a、b、c、および DBlink はそれぞれ単純 SQL 名です。単純 SQL 名は一般
SQL 名かエキゾチック SQL 名のいずれかであり、エキゾチック SQL 名であれば
二重引用符で囲む必要があります。なお、これは単に構文の規定にすぎません。
a.b は、パッケージ a 内の要素 b（たとえば Proc."Do it"）を示すかもしれません
が、ユーザーa が所有するオブジェクト b（たとえば"O’Brien".Pkg）を示すかも
しれません。 

単純 SQL 名と記号文字（.および@）を組み合わせて修飾 SQL 名を作成できるの
は、SQL 文というコンテキストでは強力な一般化機能と言えますが、このホワ
イト・ペーパーで説明してきたように、SQL の式の能力は、その式を実行する
サブプログラム 51の作成者だけが最大限に利用できるようにする必要がありま
す。この論理は、修飾 SQL 名の作成にも同様に当てはまります。このような理
由から、記号文字（.および@）は SQL 構文テンプレートに含め、単純 SQL 名プ
レースホルダはそのままにし、このプレースホルダが修飾 SQL 名で置き換えら
れないようにする必要があります。このルールについては、“安全な SQL 文テキ
スト“の項（41 ページ）で改めて説明します。 

使い慣れた修飾 SQL 名の構文を単一の実引数で表現することができれば、コー
ル元が処理するオブジェクトを選択できるサブプログラムのユーザビリティが
向上する、という意見もあると思います。そのような要件に対応するための簡
単 な 方 法 が あ り ま す 。 オ ラ ク ル 提 供 の プ ロ シ ー ジ ャ
DBMS_Utility.Name_Tokenize()を使用すると、修飾 SQL 名を分割して、それを
構成していた単純 SQL 名にすることができます。このプロシージャではセマン
ティックが考慮されません。つまり、示されたオブジェクトが存在する必要は
ありません。そのため、a.b がパッケージ a の要素 b なのか、ユーザーa が所有
するオブジェクト b なのかについての情報は返されません。このプロシージャ
を呼び出す方法をコード_23 に示します。 

-- コード_23 

procedure p(Qualified_SQL_Name in varchar2) is  

a varchar2(32767); 

b varchar2(32767);  

c varchar2(32767); 

DBlink varchar2(32767);  

Dummy pls_integer; 

begin 

DBMS_Utility.Name_Tokenize(  

Qualified_SQL_Name, 

a, 

b, 

c,  

DBlink,  

Dummy); 

                            
51 正確には、サブプログラムではなく、“静的テキスト“の項（40 ページ）で定義しているトップ・レベルの PL/SQL ブロックという用語を使用する必

要があります。 
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こ の ユ ー テ ィ リ テ ィ の 最 初 の 仮 パ ラ メ ー タ （ こ こ で は 実 パ ラ メ ー タ
Qualified_SQL_Name を使用）のモードは in であり、残りの仮パラメータ（実
パラメータの a、b、c、DBlink、および Dummy を使用）のモードは out です。
a の戻り値が NULL になることはありません。b、c、および DBlink の値は NULL
になる場合もあり、b が NULL 以外の値の場合を除き、c が NULL 以外の値にな
ることはありません。Dummy には、有用な情報は含まれません。これは常に
Length（Qualified_SQL_Name）と等しくなります。 

操作対象のオブジェクトをコール元が選択できるサブプログラムの API の設計
としては、修飾 SQL 名の作成に使用される各単純 SQL 名に対して明示的な仮パ
ラメータを指定するほうがよいでしょう。ただし、このホワイト・ペーパーの
主旨からすれば、どのようなアプローチを選択するかは重要ではありません。 

なお、SQL 構文テンプレート内の単純 SQL 名プレースホルダの置換に使用でき
るものを単純 SQL 名に限定することで、プログラマーが設計上の決断（リモー
ト･データベース内のオブジェクトを参照できるようにするかどうかなど）を慎
重に行わざるをえない状況を作り出していいます。これにより、設計の安全性
が明らかに向上します 52。 

以上のことから、PL/SQL の数値から安全な単純 SQL 名を作成するためのルール
は次のようになります。 

• コール元が PL/SQL の数値に仮の名前を指定するときに、SQL 文を作成する
ときとまったく同じ構文が使用されるように API を設計する。つまり、一般
SQL 名は二重引用符で囲まずに指定できます（その場合は大文字と小文字の
区別なしで処理されます）が、エキゾチック SQL 名は二重引用符で囲んで指
定する必要があります。 

• 名前の安全性を DBMS_Assert.Simple_Sql_Name()で確認する。 

DBMS_Assert.Simple_Sql_Name()は純粋なアサータです。つまり、入力とまっ
たく同じ内容が出力されるか、DBMS_Assert.Invalid_Sql_Name 例外が発生する
かのいずれかです。 

  

                            
52 DBMS_Assert のファンクションを不適切に使用しているプログラムがいかにインジェクション攻撃を受けやすいかについては、インターネット上

の公開フォーラムで議論されています。例として、『Bypassing Oracle DBMS_Assert』（Alexander Kornbrust 氏著）という論文とこれに関する議論

を参照してください。この論文の主張によると、オブジェクト識別の安全性は、常に DBMS_Assert.Simple_Sql_Name()でのみアサートされます。当

然、パッケージのその他のファンクションは、最終チェックの前に、通常のユーティリティの値に使用できます。 
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二重引用符で囲まれていない入力は一般 SQL 名であるとみなされます。この場
合は、一般 SQL 名のルールに違反していると例外エラーになります。二重引用
符で囲まれている入力はエキゾチック SQL 名であるとみなされます。この場合
は、名前に単独の二重引用符または連続する奇数個の二重引用符が含まれてい
る場合のみ、例外エラーになります。ただし、正しく指定された偶数個の二重
引用符だけを含む名前は、使用するとエラーになります 53。 

この項の締めくくりとして、DBMS_Assert パッケージには仮のファースト・ク
ラス・オブジェクトや仮のスキーマが実際に存在するかどうかを確認するため
のファンクションがあることを指摘しておきます。これらは、非常によく管理
されたシナリオで使用するには便利なユーティリティかもしれませんが、SQL
インジェクションのリスクを防ぐという点では何の価値もありません。よく知
られているように、Oracle Database はマルチユーザー、マルチアクセス環境で
す。そのため、オブジェクトの存在チェックの結果に応じて行われるべきアク
ションの場合、そのアクションの実行時には返されたチェック結果がすでに正
しくなくなっているという状況が起こり得ます。 

  

                            
53 そのため ORA-03001:unimplemented feature エラーになります。 
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費用効率よく確実にSQLインジェクションを回避するための
ルール 
ベスト・プラクティスのどのルールとも同様に、以下はこの目標を達成するた
めの唯一の方法を規定するものではありません。これらのルールを推奨するの
は、簡単に記述でき、分かりやすく、手動のコード・レビューによる監査 54が
容易だからですが、何より、これらのルールを守ることによって、SQL イン
ジェクションに耐性のある PL/SQL データベース・コードを作成するという目的
を確実に達成できるからです。ルールを守ると必然的に自由が制限されますが、
アプリケーションの合理的な要件をすべてサポートできるだけの十分な自由は
残っています。 

PL/SQL APIを介してのみクライアントにデータベースを公開する 
簡単にいうと、データベース・ユーザーを、クライアントが接続できる唯一の
ユーザーとして設定するというのがこのパラダイムです 55。このユーザーはプ
ライベート・シノニムのみを所有できるようにし、そのシノニムでは PL/SQL ユ
ニットのみを示すことができるようにします。このルールを適用することで、
必然的に、示される PL/SQL ユニットは、クライアントが接続に使用できない
ユーザーによって所有されることになります。クライアントが接続に使用でき
るユーザーには、示されるそれらの PL/SQL ユニットのみに対する実行権限を付
与します。 

このアプローチで API が正式に定義されます。ただし注意事項があり、public に
付与された権限を使用してアクセス可能なオブジェクトは、したがって API の
一部になります（各ユーザーが適切な権限を保持している場合は、必要に応じ
て複数のそのようなユーザーまでこのスキームを拡張し、異なる種類のクライ
アント・エンドユーザーによるアクセスを可能にすることができます）。 

API で定義する PL/SQL ユニットは、それぞれの目的に従って、定義者権限にす
ることも、実行者権限にすることもできます。 

このパラダイムを使用すると、SQL インジェクションを防ぐ責任は、SQL が属
する場所、すなわち SQL を実行するアプリケーション・スタック全体のサブシ
ステム内に置かれます。また、安全性を証明できるアプローチはこれだけです。
このパラダイムは、データ整合性の強化を担うコードはすべてデータベースに
配置する、という考え方が自然に発展したものです 56。 

ルール_4 

PL/SQL API を介してのみクライアントにデータベースを公開する。権限の制御
を慎重に行い、他の種類のアプリケーション・オブジェクト（特に表とビュー）
にクライアントが直接アクセスできないようにする。 

  

                            
54 これらにより、今後の Oracle Database のリリースでは、少なくとも部分的に機械的な監査ができるようになる可能性があります。 
55 その他のすべてのユーザーのパスワードは厳重に保護され、クライアント側のコードを実装するエンジニアには公開されません。 
56 このパラダイムの副次的な利点として、設計者はデータ整合性ロジックを実装するためにトリガーを使用する必要がなくなります。すべてのデー

タ変更が PL/SQL サブプログラムを介して行われる場合は、PL/SQL サブプログラムでデータの整合性ロジックを直接実装することができます。 

PL/SQL APIを介しての

みクライアントにデー

タベースを公開する。 
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可能な場合は必ずコンパイル時固定SQL文テキストを使用する 

SQL 構文テンプレートだけでなく SQL 文のテキスト全体がコンパイル時に固定
される場合、その文を発行するサイトに SQL インジェクションへの耐性がある
ことは苦もなく証明できます。文のテキストが固定されるため、SQL 構文テン
プレートも固定されるということです。動的テキスト 57が安全に作成されてい
るかどうかについて論じる必要もなく、したがって監査も大した作業にはなり
ません（そのため費用も相応に小さくなります）。 

埋込み SQL を使用すれば必ずコンパイル時固定 SQL 文テキストになりますが、
そうするための方法はこれだけではありません。コード_24 に分かりやすい別
の方法を示します。 

-- コード_24 

declare 

Stmt constant varchar2(80) :=  

'alter session 

set NLS_Date_Format = ''AD yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'''; 

begin 

execute immediate Stmt; 

... 

end; 

ここでは、アプリケーションの機能仕様書により、いくつかの日時値をリスト
するレポートの値のリスト方法を特定のやり方にする必要があるとします 58。 

PL/SQL の静的 varchar2 式 59のみを使用する代入文で定数を使用すると、コンパ
イル時に SQL 文テキストをほぼ確実に固定できます。監査者は、Stmt を宣言し
てからこれを execute immediate の引数として使用するまでのコードについて
調べる必要はありません。Stmt を変更する可能性のあるコードがユニットに含
まれている場合、PL/SQL コンパイラではユニットのコンパイルが実行されない
からです。 

そのため、特定のサイトで SQL を実行するための方法と、そのサイトで実行さ
れる SQL 構文テンプレートは分けて議論することが大切です。埋込み SQL でサ
ポートされる文の種類は、select、insert、update、delete、merge、lock table、
commit、rollback、savepoint、set transaction のみです。 

その他のすべての種類の文に対しては、動的 SQL に対応した PL/SQL のメソッド
のいずれかを使用する必要があります。また、それらの文に対しては、execute 
immediate 文を使用することで、ほぼすべてのケースに対応できます 60。 

                            
57 動的テキストの概念については、“動的テキスト“の項（40 ページ）で詳しく定義します。 
58 たとえば、日付を表すための表記規則がすでに決まっているスプレッドシートにインポートするという特定の目的のために、マークアップ形式で

レポートを生成できることが求められているような場合です。 
59 PL/SQL の静的 varchar2 式という用語は、『Oracle Database SQL 言語リファレンス』に定義されています。この用語の意味については、“静的テキ

スト“の項（39 ページ）を参照してください。 
60 execute immediate が十分でないケースは非常にまれです。また、そのようなケースでは、セキュリティに関して特別な配慮が必要です。一例

は、DDL 文をリモート・データベースで実行する必要があるような場合です。このようなケースでは DBMS_Sql API が必要です。 
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通常のアプリケーション・コードにおいて、埋込み SQL がサポートしない種類
の SQL 文を必要とするようなユースケースもありますが、通常のアプリケー
ション・コードでそのようなケースが発生することは、システム・コードの場
合と比べると非常にまれです。 

ルール_5 

通常のアプリケーション・コードの設計仕様書に、埋込み SQL 以外のものを使
用する提案がなされている場合は、ドキュメントのレビュー時に論理的根拠を
慎重に調査することを要求する。その設計には問題がないと十分説明できる場
合もありますが、その説明は明示的に行う必要があります。 

なお、その逆が正しい場合もあります。埋込み SQL がサポートする種類の文の
いずれかを実行することになっている場合に、文のテキストをコンパイル時に
固定できるのであれば、動的 SQL は一切必要ありません。したがって、このよ
うな場合は常に埋込み SQL を使用するべきです。これで、コード_9 の例がこの
項で説明したルールに違反している理由が理解できます。 

しかしながら、実用面を考えると、このルールの内容を緩くせざるを得ません。
特定のサイトから発行される可能性がある多数の SQL 構文テンプレートがコン
パイル時に固定される一方で、場合によってはその数があまりにも多すぎて
（すべてコンパイル時に固定されるコンポーネントで組み立てられますが、プ
ログラムで生成されるため）コンパイル時に埋込み SQL 文として設定できない
ことがあります。このユースケースについては、“静的 SQL 構文テンプレートと
動的 SQL 構文テンプレートを区別する“の項（9 ページ）で説明しました。また、
“サンプル・フォームによる問合せ“の項（47 ページ）でも説明します。 

ルール_6 

可能な場合は必ずコンパイル時固定 SQL 文テキストを使用する。埋込み SQL が
サポートする種類の SQL 文の場合は埋込み SQL を使用します。それ以外の場合
は、PL/SQL の静的 varchar2 式だけを使用して構成された単一の PL/SQL の定数
引数とともに execute immediate を使用します。使用できないという結論に達
した場合は、機能仕様書と設計仕様書を同僚とともに慎重に再検討し、コンパ
イル時固定 SQL 文テキストを使用できない理由を設計仕様書で具体的に説明し
ます。 

可能な場合は、実行時作成SQL文テキストには静的SQL構文テンプレー
トを使用する 
ルール_6 の意図的な違反を正当化できるような要件シナリオはわずかしかあり
ません。設計仕様書をレビューするときにそれぞれの要件を慎重に調査する必
要があります。 

  

埋込み SQL以外の任意

のメソッドを使用して

SQL を実行しようとし

ている部分は、すべて

通常のアプリケーショ

ン・コードの設計仕様
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する。 
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SQL 構文テンプレート内の値プレースホルダの置換 

この要件は、次の 2 つの異なる理由によるものです。 

• 必要なパラメータ化のために標準プレースホルダにバインディングするため
の SQL 構文がない。 

• 11g より前の Oracle Database を使用している場合、最適な実行計画を推奨
するにはリテラル値が必要である 61。 

プレースホルダへのバインディングがサポートされない理由は 3 つあります。 

• 埋込み SQL がサポートする種類の SQL 文であっても、select... for update
文でタイムアウト時間を決定するような値をパラメータ化するという要件
がある 62。SQL は、この目的での標準プレースホルダの使用をサポートし
ていません。 

• 動的 SQL を必要とする種類の SQL 文を実行し、それを何らかの方法でパラ
メータ化するという要件がある 63。たとえば、この要件を拡張したものが
コード_24 で示した実装です。ここでは、最初に検出された条件に応じて
実行時に NLS_Date_Format を設定する必要があると仮定しています。 

• 「付録 C：動的 SQL を実装する、その他のオラクル提供サブプログラム」
（66 ページ）に一覧表示されているサブプログラムのいずれかで SQL 文
（または where 句のような文の一部）が実行されるが、そのサブプログラ
ムではプレースホルダへのバインディングがサポートされない。 

値プレースホルダの置換に使用する動的テキストの安全性は、“SQL のリテラル
の安全性を保証する“の項（23 ページ）で定めた原則に従って保証する必要があ
ります。これについては、ルール_10（41 ページ）で簡潔に述べています。 

コード_12（21 ページ）に示した、インジェクション可能な実装につながるこ
とが暗示される機能仕様書について検討してみましょう。from リストに指定す
るのは 1 項目だけであるため、その項目の列のサブセットとそれぞれに対する
比較式と値をユーザーに指定させることが要件になっている可能性があります。
また、条件の組合せが一様に相互的な or（条件のいずれかを満たす）または相
互的な and（すべての条件を満たす）のいずれかに制約できることが要件に
なっている可能性もあります。十数の列があると SQL 構文テンプレートは数千
通りになるため、ユーザーに where 句を文字列として入力させたくなる理由が

                            
61 かつてこのユースケースは、データ・ウェアハウス内の情報を公開するアプリケーションの実装で生じていました。このようなケースでは、表の

数が膨大で、問合せが複雑になります。また、同時ユーザー数は比較的少なくなります。リテラルを使用するのではなくプレースホルダにバインド

して、いわゆる SQL ハード・パースの頻度を減らす、という昔ながらの知恵は使用されていませんでした。実行時間と比較すると解析時間はわずか

なものであり、競合は重要ではありません。条件でリテラルを使用すると、活用する統計情報をさらに絞り込めるため、満足できるほど実行時間を

短くするための方法としてこれが重要なときもありました。 

ただし、Oracle Database 11g では、バインド・ピーキングが強化されています。その後のリリースで、実行計画の算出方法としてさらに適応性の高

い方式が導入されました。現在では、最適な実行計画を得るために、SQL 文にリテラル値をエンコードする必要は一切ありません。また、リテラル

を優先すべき理由も他にはありません。 
62 このユースケースを実装するためのコードは、コード_5（9 ページ）に示してあります。 
63 埋込み SQL でサポートされない種類の SQL 文で、標準プレースホルダを使用できるものは 1 つもありません。 

ただし、埋込み SQL でサポートされない種類の SQL を通常のアプリケーション・コードで実行する必要があるケースはほとんどありません。このよ

うなニーズは、特別な種類のプログラムでしか発生しません。上位の機能仕様書は、慎重にレビューして、提案されているアプローチが必須のもの

であることを確認する必要があります。 
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容易に分かります。しかし、そのような文字列が、実際に使用可能な数千のテ
ンプレートの 1 つであるかどうかをチェックするアルゴリズムを定義する一般
的な方法はありません。そうなると、許容できるアプローチは 1 つしかありま
せん。これについては、“動的 SQL 構文テンプレートを使用する必要性と動的テ
キストの必要性とを混同しない“の項（38 ページ）で説明します。 

ルール_7 

SQL 構文テンプレート内の値プレースホルダの置換を提案している設計仕様書
は、（それが静的 SQL 構文テンプレートであろうと動的 SQL 構文テンプレート
であろうと、）疑って見る必要がある。仕様書の承認は、このアプローチにつ
いて納得のいく根拠が示されてからにする必要があります。 

SQL 構文テンプレート内の単純 SQL 名プレースホルダの置換を提案する設計に
ついては、納得できる説明を求める。 

SQL 構文テンプレート内の単純 SQL 名プレースホルダの置換 

このユースケースの一般的な特徴は、形状や目的は設計仕様書に記載されてい
ても ID が実行時まで分からないオブジェクト（一般的には表）をアプリケー
ションで操作する必要がある点です。 

このシナリオに対する安全なアプローチは、“単純 SQL 名の安全性を保証する“の
項（29 ページ）で規定しました。このアプローチは、コンパイル時固定 SQL テ
キスト文だけを使用することにより（表へのアクセスを）埋込み SQL で実装で
きるような代替のアプローチが可能かどうかを、設計仕様書を新たに作成する
たびに判断するうえでも役立ちます。 

名前と目的が同じオブジェクトで各スキーマが移入されるようなスキーマ・
セットが存在し、その中の 1 つのスキーマに含まれるデータを操作することを
目的とする一種のユーティリティについて検討してみましょう。単純なアプ
ローチとしては、Unserenv 名前空間内の Current_Schema として Sys_Context()
ファンクションから返される値をアクセス対象の各オブジェクトの修飾 SQL 名
にエンコードし、それらの文を動的 SQL で実行する方法があります。しかし、
理想的な解決策は、オブジェクトにアクセスする SQL 文を実行者権限ユニット
にカプセル化する方法です。そうすることで、非修飾の名前を使用する埋込み
SQL 使用して、問題なくアクセスを実装できます。このコードでは、プログラ
ムによって、または単純に Current_User に従わせて Current_Schema を変更す
ることで、目的のオブジェクトを参照できます。 

場合によっては、（PL/SQL コレクションで安全に保持できる以上の）大量の
データをアプリケーションで処理する必要がありますが、そのデータをセッ
ションの有効期間を超えて保持する必要はありません。従来、アプリケーショ
ンでは、名目上の一時表のプールと管理システムを併用して、特定のセッショ
ンで使用する一時表を割り当て、後で再利用しました。これは言うまでもなく、
実行時まで表の名前が分からなかったという意味です。Oracle8i Database でグ
ローバル一時表が導入されました。グローバル一時表は、埋込み SQL を使用し
てアクセスできますが、各セッションは別のセッションのデータを参照できな
いため、この用途に最適です。 

SQL 構文テンプレート

内の値プレースホルダ

の置換を提案する設計

については、納得でき

る説明を求める。 
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ただし、SQL 構文テンプレート内の単純 SQL 名プレースホルダを単純 SQL 名で
置換することがどうしても必要なユースケースもいくつか存在します。そのよ
うなユースケースは、漠然とシステム・ソフトウェアと呼ばれるものの設計に
おいて生じる傾向があります。具体的な例としては、ODCI フレームワークを使
用するドメイン・インデックスの実装が挙げられます。個々のインデックスで
は一連の表を使用しますが、それらの表の名前は通常、その表のインデックス
の名前から導出されます。対象になっている現在のインデックスの名前で ODCI
のクライアント・コードが Oracle システムからコールされた場合は、そのよう
な名前を実行時に導出する必要があります 64。仕様書の承認は、このアプロー
チについて納得のいく根拠が示されてからにする必要があります。 

ルール_8 

SQL 構文テンプレート内の単純 SQL 名プレースホルダの置換を提案している設
計仕様書は、（それが静的 SQL 構文テンプレートであろうと動的 SQL 構文テン
プレートであろうと、）疑って見る必要がある。 

動的SQL構文テンプレートを使用する必要性と動的テキストの必要性と
を混同しない 

静的 SQL 構文テンプレートを使用して実装できない機能仕様書の種類について
はすでに簡単に説明しました 65。また、安全な実装の概念についてはコードを
使って説明しました 66。そこでの要件は、実行時まで構成が分からない select リ
ストを処理することでした。この要件に伴う要件としてよくあるのが、任意で
各列に制約条件を指定できるよう、値と比較演算子（exact equals、like、less 
than など）の両方を指定できるようにする、というものです。また、多くの場
合、使用する列、使用する順番、結果をソートするための各列の昇順または降
順を指定する必要もあります。 

実行時まで構成が分からない where 句を処理するための要件を考慮すると、経
験の浅いプログラマーは、コンパイル時まで要件が分からない場合にプレース
ホルダにバインディングするのは不可能だという結論に達することがあります
67。経験豊富なプログラマーであれば、DBMS_Sql API は、まさにこれを実行す
るのに必要なプリミティブを提供してくれることに気づきます。このアプロー
チは、“サンプル・フォームによる問合せ“の項（47 ページ）に示してあります。 

コーディングには確かにかなりの労力がかかります。ですが、どれほどの労力
が必要だとしても、バインディングをやめて SQL 文に直接リテラルをエンコー
ドするという決定を正当化することはできません。 

  

                            
64 Oracle Text はこの方法で機能します。 
65 “動的 SQL 構文テンプレートの定義“の項（10 ページ）を参照してください。 
66 10 ページのコード_6、12 ページのコード_7、および 12 ページのコード_8 を参照してください。 
67 これを行うコードを execute immediate を使用して書いてみるだけで、このタスクが不可能であることは分かります。using 句はコンパイル時に

固定される、というのがその理由です。 

SQL 構文テンプレー

ト内の単純 SQL 名プ

レースホルダの置換を

提案する設計について

は、納得できる説明を

求める。 
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つまり、SQL 文に直接リテラルをエンコードするための要件（このユースケー
スでは、実行計画の向上が唯一の理由）と、実行時に初めて構成が明らかにな
る一連のプレースホルダへのバインディングを実装するための要件とは無関係
だということです。 

ルール_9 

実行時に初めて構成が明らかになる一連のプレースホルダにバインドするため
の要件（これは DBMS_Sql API で完全にサポートされています）と、最適な問合
せ実行パフォーマンスを得るために直接エンコードされたリテラルを使用する
ための要件とを混同しないようにする。 

安全性を保証するための正式で十分な規定 

ここまでの説明は、SQL インジェクション攻撃を受けやすい PL/SQL アプリケー
ションにはたいていバグも含まれているものだ、ということを示すのが目的で
した。そのため、SQL インジェクションに耐性があるという嬉しい副次効果を
持つバグのないコードを記述する方法の説明が中心でした。この項では、既存
のコードを検査して SQL インジェクションに対する耐性があることを保証する
ことを目的とする監査者の観点から説明します。 

まず、いくつかの定義をはっきりさせる必要があります。 

静的テキスト 

静的テキストは次のいずれかです。 

• 『Oracle Database PL/SQL 言語リファレンス』に定義されている PL/SQL の
静的 varchar2 式 68 

• 静的テキスト項目を任意に連結することにより形成される式 

• 静的テキストを使用して可視的に割り当てられているローカル変数 69の値 

  

                            
68 以下は、『PL/SQL 言語リファレンス』に記載されているもののリストです。 

— 単純なリテラル、'abcdef'など 

— 単純なリテラルの連結、'abc'||'def'など 

— NULL リテラル 

— To_Char(x)、x は pls_integer の静的式 

— To_Char(x f, n)、x は pls_integer の静的式で、f と n は PL/SQL の静的 varchar2 式 

— x||y、x および y はそれぞれ PL/SQL の静的 varchar2 式または pls_integer の静的式 

このリストは拡張されており、パッケージの仕様内で宣言された定数であって PL/SQL の静的 varchar2 式を使用して割当てが行われているものも

含みます。 

もちろん、pls_integer の静的式も『PL/SQL 言語リファレンス』で定義されています。 

PL/SQL の静的 varchar2 式の値は分かっているため、コンパイル時に固定されます。 
69 ローカル変数は、現在のトップ・レベルの PL/SQL ブロック内で宣言されている変数です。トップ・レベルの PL/SQL ブロックは、スキーマレベル

のファンクション、スキーマレベルのプロシージャ、パッケージ本体またはタイプ本体内のトップ・レベルで定義されているファンクションまたは

プロシージャ、パッケージの初期化ブロック、またはトリガーの実装のいずれかです。したがって、パッケージまたはパッケージ本体のトップ・レ

ベルで宣言された変数は、定義上はローカル変数ではありません。 

動的 SQL 構文テンプ

レートを使用する必要

性とテンプレート内の

値プレースホルダを置

換する必要性とを混同

しない 3 
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この定義は意図して再帰的になっています。変数には何らかの静的テキストを
割り当てることができ、その変数（厳密にはその値 70）を使用して、より大き
い別の静的テキストを作成できます。このタワーは必要に応じていくらでも高
くできますが、その基盤は PL/SQL の静的 varchar2 式だけで構成されている必
要があります。 

なお、実行時まで結果が分からないテストによって連結が変わる場合がありま
すが、想定されるどの連結も、箇条書きした前述の 3 つのルールに沿った静的
テキスト以外にはならないことが、人間による簡単な検査だけで分かる必要が
あります。これが、可視的に割り当てられるということの意味です（静的テキ
ストのタワーの頂上に立っているときに、その土台を目視できる必要がある、
という人もいるかもしれません）。 

コード_25 に示しているのは、43 ページのコード_26 で示した f()ファンクショ
ン内の宣言の抜粋です。 

-- コード_25 

Tab_1 constant varchar2(32767) := 'Tab_1';  

Tab_2 constant varchar2(32767) := 'Tab_2'; 

... 

Tab constant varchar2(32767) :=  

case b 

when true then Tab_1  

else Tab_2 

end; 

b は仮パラメータであるため、Tab の値は実行時まで分からず、通常は f()の呼出
しごとに異なります。それでも、Tab は前述の定義に沿った静的テキストです。 

動的テキスト 

静的テキストでないテキストはすべて動的テキストです。分かりやすい例とし
ては、仮パラメータ、パッケージのトップ・レベルで constant キーワードなし
で宣言された変数、通常の変数（SQL 文を実行して割り当てられるか、
Utl_File.Get_Line()の Buffer 仮パラメータの実引数として割り当てられます）な
どがあります。 

安全な動的テキスト 

安全な動的テキストは、以下のいずれかの出力です。 

• DBMS_Assert.Enquote_Literal() 

• To_Char(x f, 'NLS_Numeric_Characters = ''.,''')、x は数値データ型の変数、f は
明示的な書式モデル'TM' 

• DBMS_Assert.Simple_Sql_Name() 

                            
70 変数の宣言で constant キーワードを使用すると、変数とその（現在の）値とを区別することには意味がなくなります。ネスト化されたブロック文

を適切に使用すれば、静的テキストを作成するために使用されるすべての変数をこの方法で宣言することが常に可能です。このやり方は監査者の仕

事が非常に楽になるものであるため、強く推奨します。 
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これ以降は、短縮形の To_Char(x f, n)で To_Char(x f, 'NLS_Numeric_Characters = 
''.,''')を示します。このルールの背景については、“SQL の数値リテラルの安全性
を保証する“の項（27 ページ）を参照してください。 

なお、このルールは、安全な動的テキストの安全性は現在のトップ・レベルの
PL/SQL ブロック内で確立する必要がある、という動的テキストの定義に基づい
ています。 

安全な SQL 文テキスト 

安全な SQL 文テキストとは、静的テキストと安全な動的テキストを任意に連結
したものです（丁寧に定義するには、静的テキストの定義に使用しているのと
同様の表現が必要です。中間結果や最終結果にはローカル変数を使用できます。
また、考えられる連結の結果はどれも、安全な SQL 文テキストになることが明
らかである必要があります。） 

これで、安全を保証するために必要なルールを定義できます。 

ルール_10 

PL/SQL のテキスト式で表される SQL 文が、動的 SQL 用の PL/SQL API のいずれ
かを使用して実行される場合、その式は安全な SQL 文テキストである必要があ
る。安全な SQL 文テキストとは、静的テキストと安全な動的テキストとを連結
したものです。静的テキストは PL/SQL の静的 varchar2 式のみで構成されます。
動的テキストは静的テキストではないすべてのテキストです。安全な動的テキ
ス ト と 言 え る の は 、 オ ラ ク ル が 提 供 す る 3 つ の フ ァ ン ク シ ョ ン
（ DBMS_Assert.Simple_Sql_Name() 、 DBMS_Assert.Enquote_Literal() 、
To_Char(x f, n)）のいずれかの出力だけです。 

安全な SQL 文テキストの定義では、結果として生成される SQL 文のセマン
ティックが考慮されていないため、この定義は十分ではありません。 

それでも、このルールは有用です。というのは、Oracle Database の今後のバー
ジョンで PL/SQL コンパイラの機能が強化され、ルール_10 の違反を検出できる
ようになるであろうと容易に想像できるためです。ルールに違反しているアプ
リケーション・コードは明らかに疑わしいため、調べる必要があります。 

また、作成される SQL 構文テンプレートが、プログラマーが意図したテンプ
レートのいずれかに必ずなることも保証する必要があります。安全性を十分に
保証できる規定にするには、ルール_10 にルール_11 を追加する必要があります。 

  

動的SQLで実行できる

のは、静的テキストと

安全な動的テキストを

連結したものだけであ

る。安全な動的テキス

トと言えるのは、オラ

クルが提供する 3 つの

ファンクション 
Simple_Sql_Name()、 
Enquote_Literal()、 
To_Char(x f, n)） 
のいずれかの出力だけ

である。 
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ルール_11 

DBMS_Assert.Enquote_Literal()または To_Char(x f, n)で生成される安全な動的テ
キストは、SQL のリテラルを配置することが想定されている SQL 文内の場所の
みで使用する必要がある。また、DBMS_Assert.Simple_Sql_Name()で作成され
る安全な動的テキストは、単純 SQL 名を配置することが想定されている SQL 文
内の場所のみで使用する必要がある。 

より厳しいルール_11 が順守されているかどうかを機械的に監視する方法はと
ても想像できません。これを監視するには、SQL を動的に実行するたびに、SQL
構文の知識を漏れなく実装したサブシステムで実行時チェックを行う必要があ
るでしょう。いずれにしても、ルール_10 とルール_11 の両方を、人による通常
のコード・レビューで監視する必要があります。 

  

SQL 名の安全性を保証

す る に は 、

Simple_Sql_Name() を
使用する。文字列また

は日時リテラルの安全

性を保証するには、

Enquote_Literal()を使

用する。数値リテラル

の安全性を保証するに

は、To_Char(x f, n)を
使用する。 
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ルール_10 およびルール_11 を守っている例 71をコード_26 に示します。ファン
クション f()を使用すると、テンプレート_8 に示す SQL 構文テンプレートに準拠
する SQL 文を必ず作成できます。 

-- テンプレート_8 

select PK from &&1 where VC2 = &2 

-- コード_26 

function f(b in boolean, VC2 in varchar2) return number is  

Quote constant varchar2(1) := '''';  

Doubled_Quote constant varchar2(2) := Quote||Quote; 

 

Start_ constant varchar2(32767) := 'select PK from ';  

Tab_1 constant varchar2(32767) := 'Tab_1'; 

Tab_2 constant varchar2(32767) := 'Tab_2'; 

Where_ constant varchar2(32767) := ' where VC2 = '; 

 

Tab constant varchar2(32767) :=  

case b 

when true then  Tab_1  

else   Tab_2 

end; 

 

SQL_Text_Literal constant varchar2(32767) := 

Quote||Replace(VC2, Quote, Doubled_Quote)||Quote; 

 

Stmt constant varchar2(32767) :=  

Start_|| 

Tab||  

Where_|| 

Sys.DBMS_Assert.Enquote_Literal(SQL_Text_Literal); 

 

PK number;  

begin 

execute immediate Stmt into PK;  

return PK; 

end f; 

  

                            
71 この例では、SQL 構文テンプレート内の値プレースホルダを置換するため、“SQL 構文テンプレート内の値プレースホルダの置換“の項（31 ペー

ジ）で説明したように、適切な実行計画が作成される可能性を大きくする目的で標準プレースホルダにバインディングするためにこのアプローチが

意図的に選択されたと考える必要があります。 
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実引数の値として b に true、VC2 に O’Brien を設定して f()を呼び出すと、値_17
に示す安全な SQL 文テキストが作成されます。 

-- 値_17 

select PK from Tab_1 where VC2 = 'O''Brien' 

実行時作成SQL文テキストの安全性を、実行コードの直前で確立する 
安全な動的テキスト 72の定義によると、安全な動的テキストは、安全な動的テ
キストが連結される SQL 文を、動的 SQL を使用して実行するトップ・レベルの
PL/SQL ブロックと同じブロック内で作成する必要があります。これは、今後考
えられる機械的なチェックを可能にするためには十分な条件です。とはいえ、
DBMS_Assert.Simple_Sql_Name() 、 DBMS_Assert.Enquote_Literal() 、 ま た は
To_Char(x f, n)の呼出しがすべて、SQL 文を構成するコード内で行われ、その
SQL 文を実行する PL/SQL 文がその直後に記述されていれば、監査者の仕事は非
常に楽になります。 

コード_26 はこの原則に沿っています。 

ルール_12 

監査が容易になるように、実行時作成 SQL 文テキストの安全性は、その SQL 文
を実行する PL/SQL 文の直前のコードで確立する。 

  

                            
72 “安全な動的テキスト“の項（40 ページ）を参照してください。 

SQL文を安全なものに

する

Simple_Sql_Name()、
Enquote_Literal()、また

は To_Char(x f, n)を呼

び出すコードは、SQL
文を実行するコードの

すぐ近くに配置する。 
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シナリオ 
以下の各要件のシナリオは、埋込み SQL を使用することで確実に実装できます。
にもかかわらず、（信じられないことですが、最初のシナリオのケースでは、）
作成者が埋込み SQL のソリューションのプログラミング方法を知らなかったた
めに動的 SQL が危険な形で使用されてしまった実際の本番コードを見たことが
あります。 

先頭および末尾に%文字を追加して、like条件を作成する 
like 条件を実装する埋込み SQL 文をコード_27 に示します。 

-- コード_27 

select t.PK, t.c1 bulk  

collect into Results 

from t where c1 like '%'||x||'%'; 

上のコードには実行時作成 SQL 文テキストが必要であるという、おかしな俗説
の出所を推測するのは不可能です。 

PL/SQL コンパイラがこのソース・コードから作成する SQL 文を見てみると、ヒ
ントが得られるかもしれません。これを観察するもっとも簡単な方法は、コー
ド_273 に示すコードを自分専用の開発データベースでプロシージャにカプセル
化して実行し、関係のない結果を除外するのに十分な選択条件を設定して v$Sql
ビューに問合せを行う 73というものです。そのような問合せをコード_28 に示し
ます。 

-- Code_28  

select Sql_Text  

from v$Sql 

where Lower(Sql_Text) not like '%v$sql%' 

and Lower(Sql_Text) like 'select%t.pk%t.c1%' 

次に示すのがコード_28 の出力です。 

SELECT T.PK, T.C1 FROM T WHERE C1 LIKE '%'||:B1 ||'%' 

埋込み SQL 文内で変数 x が使用されていた位置に標準プレースホルダ：B1 が設
定されていることが分かります。PL/SQL コンパイラは、バインディングを行う
ための適切なコードを生成します。 

『PL/SQL による SQL の実行：ベスト・プラクティスとワースト・プラクティス』
というホワイト・ペーパーに詳しく説明されているとおり、PL/SQL の埋込み
SQL と PL/SQL の動的 SQL は、いずれも実行時に同じ方法で処理されます。つま
り、SQL 文のテキストは、PL/SQL のランタイム・システムから SQL サブシステ
ムに送信されて実行されます。違うのは、SQL 文のテキストはコンパイル時に
PL/SQL コンパイラによって埋込み SQL 文から生成され、ユニットのコンパイル
済みコードとともに格納されるのに対し、動的 SQL で実行される SQL 文は、ユ

                            
73 これは、テスト表に通常とは異なる名前を設定することで簡単に調整できます。または、単純に共有プールをフラッシュしてからテスト・プロ

シージャを実行するという方法もあります。 
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ニットの実行時に作成されるところです。もちろん、このホワイト・ペーパー
で主張してきたように、この SQL 文の作成は、PL/SQL の静的 varchar2 式によ
る PL/SQL 定数の初期化よりも難しくなることはありません 74。 

埋込み SQL では like 条件をサポートできないと考えたプログラマーは、（あえ
て説明すれば、）'%'||:B1||'%'という式は SQL 内では正しくないと考えたに違い
ありません。ですが、これは紛れもなく正しい式です。 

実行時まで要素の数が分からないINリスト 

次に示すのは、ホワイト・ペーパー『PL/SQL による SQL の実行：ベスト・プラ
クティスとワースト・プラクティス』で取り上げられているユースケースです。
利便性を考慮してここに記事を再掲しますが、このホワイト・ペーパーの目的
に合わせるために多少表現を変えてあります。 

あまり現実的ではない何らかの理由で、項目が 5 つだけの IN リストを使用する
where 句を使った問合せを行う必要がある場合、より可能性が高いユースケー
スに合わせて後から要件が変更されたときに課題が生じることに気づかずに、
埋込み SQL 文を記述する場合があります。このあまり現実的ではない文をコー
ド_29 に示します。 

-- コード_29 

select a.PK, a.v1  

bulk collect into b.Results  

from t a 

where a.v1 in (b.p1, b.p2, b.p3, b.p4, b.p5); 

コード_30 は、はるかに現実的な文の意図を表現したものです。 

-- コード_30 

select a.PK, a.v1  

bulk collect into b.Results  

from t a 

where a.v1 in (b.ps(1), b.ps(2), b.ps(3), 

b.ps(4), b.ps(5), b.ps(6), 

b.ps(7), b.ps(8), b.ps(9), 

... ); 

問題は明らかで、コレクション内の各要素に対する参照を索引値のリテラルで
明示的に記述するのは難しく、仮に記述できたとしても、テキストは管理でき
ないほど大量になるでしょう。むしろ、"このコレクション内のすべての要素で
あって要素の数は問わない"ことを表す構文が必要です。そのような構文は存在
し、埋込み SQL でもサポートされています。コード_31 に例を示します。 

  

                            
74 PL/SQL コンパイラを最適化することでコンパイル時にこれが可能になることが分かります。 
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-- コード_31 

ps Strings_t;  

begin 

select a.PK, a.v1  

bulk collect into b.Results  

from t a 

where a.v1 in (select Column_Value  

from table(b.ps)); 

このことはほとんど知られていないようですが、おそらく、table 演算子を使用
している 75ためでしょう。ps のデータ型はスキーマレベルで宣言する必要があ
ります。それを作成する SQL*Plus スクリプトをコード_32 に示します。 

-- Code_32 

create type Strings_t is table of varchar2(30) 

/ 

table 演算子のことを知らないプログラマーが、実行時に SQL 文のテキストを作
成する方法で機能要件を満たすことは珍しいことではありません。この場合、
面倒で非効率的な実装になるのが関の山で、最悪の場合は SQL インジェクショ
ン攻撃を受けやすくなります。 

サンプル・フォームによる問合せ 
このシナリオは、“動的 SQL 構文テンプレートの定義“の項（10 ページ）76で説明
したシナリオを補完するものです。“動的 SQL 構文テンプレートの定義“の項の機
能仕様書では、制約条件（主キーの ID）は固定され、レポート形式はカスタマイ
ズ可能であることが求められていました。この項の機能仕様書では、レポート形
式は固定ですが、制約条件をカスタマイズできることが求められています。その
ため、動的 SQL 構文テンプレート内の値プレースホルダを SQL リテラルで置換
しないようにするのであれば、プレースホルダにバインドする設計が必要になり
ますが、プレースホルダの数とデータ型は実行時まで分かりません。 

実行時まで構成が不明な select リストを処理する必要がある場合に選択する設
計と、実行時まで構成が不明な order by 句を処理する必要がある場合に選択す
る設計とで、SQL インジェクションのリスクにさらされることについての説明
が変わるわけではありません。したがって、説明用のコードをできるだけ簡潔
にするために、この項では、コンパイル時に where 句が不明な場合のコーディ
ング方法についてのみ取り上げます。 

  

                            
75 table 演算子の使用方法については、『Oracle Database オブジェクト・リレーショナル開発者ガイド』の「SQL での個々のコレクション要素の操

作」の項を参照してください。『Oracle Database PL/SQL 言語リファレンス』では「PL/SQL の言語要素」の項にのみ table 演算子の記述があります

が、説明はありません。 
76 このシナリオを実装するコードは、10 ページのコード_6、12 ページのコード_7、および 12 ページのコード_8 を参照してください。 
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ここでは、静的テキストのみを使用して動的 SQL 構文テンプレートのインスタ
ンスとしての SQL 文を作成する方法と、そのために必要なバインディングの実
装方法に絞って説明します 77。 

コード_33 に示すプロシージャ x.p()について考えてみましょう。 

-- コード_33 

package x is 

type t1 is Record(  

Val varchar2(4000), 

Exact boolean := false);  

type t2 is varray(20) of t1;  

procedure p(Cols in t2); 

end x; 

このプロシージャの目的は、カスタマイズ可能な where 句に適合する行の主
キーPK の値を一覧表示することです。10 ページのコード_6 と同様、x.p()をコー
ルするコードの作成者は、My Table78の目的、およびこの表のすべての列の名前
とその意味を知っています。これらのすべて、特に名前は、設計仕様書で決め
られています。作成者は特に、それぞれの列が外部ドキュメントに記載されて
いる順序を把握しています。IN 仮パラメータの Columns の n 番目の要素によっ
て、My Table の n 番目の列が where 句で使用されるかどうか、およびどのよう
に使用されるかが決まります。Val が NULL でければ n 番目の列は含まれます。
この場合、Exact で等価比較と like 比較のどちらを使用するかを指定します。 

パ ッ ケ ー ジ x の 本 体 に p() を 実 装 す る 例 を コ ー ド _34 に 示 し ま す 。
Where_Clause()内部ファンクションによって where 句が作成されます。 

-- コード_34 

procedure p(Cols in t2) is 

type t3 is varray(200) of "My Table".PK%type;  

Results t3; 

 

type cn is varray(20) of varchar2(30); 

Col_Names constant cn := cn('c1', 'c2', 'c3', 'c4'); 

 

function Where_Clause return varchar2;  

 

Stmt constant varchar2(32767) := 

'select PK from "My Table"' 

|| Where_Clause() 

|| ' order by PK'; 

                            
77 実行時に order by 句を構成する必要がありますが、このことが影響するのは SQL 文の構成だけで、バインディングにも、結果をフェッチする方法

にも影響はありません。実行時に select リストを構成する必要があり、これはバインディングに影響しませんが、結果をフェッチする方法には影響

する可能性があります。12 ページのコード_7 に示すアプローチでは、必要なすべての列を単一のテキスト項目に連結することでこの影響を回避し

ています。しかし、場合によっては、select リストの各項目をそれぞれの変数内にフェッチする必要があり、列のデータ型も考慮する必要がありま

す。DBMS_Sql API ではこれを十分にサポートできますが、このテクニックはこのホワイト・ペーパーのテーマにとっては重要ではありません。 
78 この例を分かりやすく説明するために、意図的にエキゾチック名 My Table を選択しました。 
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function Where_Clause return varchar2 is ... end Where_Clause; 

 

begin 

DBMS_Output.Put_Line(Stmt); 

 

declare 

nc integer := DBMS_Sql.Open_Cursor(Security_Level=>2);  

rc Sys_Refcursor; 

Dummy number;  

begin 

DBMS_Sql.Parse(nc, Stmt, DBMS_Sql.Native); 

 

for j in 1..Cols.Count() loop 

if Cols(j).Val is not null then  

DBMS_Sql.Bind_Variable(nc, ':b'||j, Cols(j).Val); 

end if;  

end loop; 

 

Dummy := DBMS_Sql.Execute(nc);  

 

rc := DBMS_Sql.To_Refcursor(nc); 

fetch rc bulk collect into Results;  

for j in 1..Results.Count() loop 

DBMS_Output.Put_Line(Results(j));  

end loop; 

close rc;  

end; 

end p; 

Stmt は、このホワイト・ペーパーの 12 ページのルール_1 にある推奨事項に従
い constant キーワードを使用して宣言されています。これは、宣言の一部とし
て初期化されることを意味します。また、Stmt への割当ては次のように始まっ
ています。 

Stmt constant varchar2(32767) :=  

'select PK from "My Table"' || ... 

エキゾチック SQL 名 My Table は二重引用符で囲まれていますが、その安全性は
DBMS_Assert.Simple_Sql_Name()では保証されません。しかし、これは完全に
安全です。なぜなら、この表名は PL/SQL の静的 varchar2 式内で出現するため、
そのスペリングは PL/SQL ソース・テキストによって確定されるためです 79。
Col_Names 静的定数を初期化するリスト('c1'、'c2’、'c3'、'c4')にも同じことが言
えます。列の名前は設計仕様書に指定されています。また、x.p()は、My Table
の列を使用して My Table に対して動作するように指定されています。すべての

                            
79 Stmt の初期化で DBMS_Assert.Simple_Sql_Name()を使用しても問題はありません。ただし、これは明らかに不要であるため、このファンクション

を使用すると後でコードを保守する人が混乱する可能性があります。 
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列に一般 SQL 名が付けられているため、各列を二重引用符で囲む必要はありま
せん 80。 

バインディングの難しさに関して言うと、この例での鍵は、実行時にしか値が
分からない実引数を使用して、実行時に出現する必要な回数分、プロシージャ
である DBMS_Sql.Bind_Variable()をループ内で呼び出すことができる点です。バ
インドされる要素は PL/SQL ユニットのソース・コードに記述されているため、
execute immediate 文および open rc for 文でサポートされるのはコンパイル時
に固定されるバインディング要件のみです。 

この設計には、select リストはコンパイル時に分かるという事実が活かされてい
ます。この設計では、DBMS_Sql.To_Refcursor()81を使用して DBMS_Sql API の方
式からネイティブの動的 SQL の方式に移動して、単一の fetch... bulk collect 文で
結果をフェッチします。なお、DBMS_Sql.Open_Cursor()をコールするときに、
仮パラメータ Security_Level82に実際の値である 2 を使用しています。この指定
により、この方法で開かれたカーソルを使用して行われるすべての操作は、そ
のカーソルを開いたユーザーと同じまたはより多くの有効なロールのセットが
付与されたユーザーによって行われることが保証されます 83。 

  

                            
80 リストを('“C1”', '“C2”', '“C3”' '“C4”')と記述しても、SQL インジェクションに対する防御力には何も影響がありません（この記述には曲線の二重引用

符を使用していますが、これは、現在使用しているフォントでは、ソース・コードで使用しなければならない直線の二重引用符を、2 つの直線の一

重引用符と見た目で区別できないためです）。 
81 このファンクション、および対応する DBMS_Sql.To_Cursor_Number()は、Oracle Database 11g で導入されたものです。 
82 Security_Level 仮パラメータを備えた DBMS_Sql.Open_Cursor()の新しいオーバーロードは、Oracle Database 11g で導入されたものです。 
83 これにより、David Litchfield 氏がカーソル・インジェクションと名付けた別の種類の脆弱性が排除されます。カーソル・インジェクションについ

ての記事は、次のアドレスで入手できます。http://www.davidlitchfield.com/cursor-injection.pdf 

http://www.davidlitchfield.com/cursor-injection.pdf
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万全を期すために、Where_Clause()ファンクションの実装をコード_35 に示し
ます。 

-- コード_35 

function Where_Clause return varchar2 is  

Clause varchar2(32767); 

Seen_One boolean := false;  

begin 

for j in 1..Cols.Count() loop 

if Cols(j).Val is not null then  

Clause := 

Clause 

|| case Seen_One 

when true then ' and  

' else ' where ' 

end 

|| Col_Names(j) 

|| case Cols(j).Exact 

when true then ' = :b'||j 

else ' like ''%''||:b'||j||'||''%'''  

end; 

Seen_One := true;  

end if; 

end loop;  

return Clause; 

end Where_Clause; 

この設計は、12 ページのコード_8 に示されている Column_List()ファンクショ
ンの設計とよく似ています。また、Clause を構成している要素は、この設計で
もすべて PL/SQL の静的 varchar2 式です。 

Column_List()ファンクションの場合と同様、x.p()で実行される一連の SQL 文が
100 万通りを超える可能性があるとなると、数が多すぎて 1 つ 1 つ点検すること
はできません。そのため、プログラマー（および監査者）は、考えられるメン
バーを推論し、それを元にして想定される SQL 構文テンプレートを推定する必
要があります。この例には、非常に多くの異なる SQL 構文テンプレートがあり
ます。一部をテンプレート_9 に示します。 

-- テンプレート_9 

select PK from "My Table" 
where c1 like '%'||:b1||'%' order by PK 

select PK from "My Table" 
where c1 = :b1 order by PK 

select PK from "My Table" 
where c1 like '%'||:b1||'%' and c3 = :b3 and c4 = :b4 order by PK 
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これらのテンプレートでは値プレースホルダも単純 SQL 名プレースホルダも使
用しないため、動的テキストを使用する必要はなく、同様に、その安全性を保
証する必要もありません。このアプローチが SQL インジェクション攻撃を受け
にくいのは明らかです。メンテナンスが正しく行われず、表または表の列のい
ずれかの名前を変更したのにそれに応じて x.p()の実装を更新しなかったとして
も、実行時に通常のセマンティック・エラーで失敗するだけです。 

コールバック 

コンパイル済みの PL/SQL ユニットに何らかの方法で指示を出し、実行時まで ID
が分からないサブプログラムを、その PL/SQL ユニットの再コンパイルなしで呼
び出せることが、コールバックの要件です。ID は不明でも、仮パラメータのシ
グネチャ、およびそれらの意味は分かっています 84。このシナリオは、顧客が
コードを指定することで、汎用化された操作を顧客固有の方法で実行できるよ
うにした ISV のアプリケーションで、比較的よく見られます。 

ここでの課題は、呼び出されるサブプログラムを次の単純な形で指定すること
で示すことができます。 

function Callback(Input in integer) return integer 

コード_36 に示す"分かりやすい"設計では、動的 SQL を使用しています。 

-- コード_36 

procedure p(Name in varchar2) is 

... 

Safe_Name constant varchar2(32767) :=  

Sys.DBMS_Assert.Simple_Sql_Name(Name); 

Stmt constant varchar2(32767) := 

'begin :x := '||Safe_Name||'(:n); end;'; begin 

execute immediate Stmt using out x, in n; 

ここで、p は再コンパイルしてはならないユニットです。P.Name の実際の値は、
実行時にスキーマレベルの表から選択するなどして取得されます 85。 

このアプローチはこのホワイト・ペーパーで規定しているルールに従っている
ため、SQL インジェクションから保護されます。ただし、あとで説明しますが、
これよりもよいアプローチがあります。そのアプローチでは、（仮想ディス
パッチとしても知られる）動的ポリモフィズムを利用します 86。これは、オブ
ジェクト指向プログラミングの基礎の 1 つであり、サブタイプ化と併用されま
す。呼び出されるサブプログラムは、抽象データ型の not final メンバー・メ
ソッドとして最初に記述されます。例をコード_37 に示します。 

 

                            
84 これは、表の ID は実行時まで不明でも各列の名前と目的は分かっているシナリオに似ています。 
85 ISV の手順書には、必要な形と任意の名前で顧客がコールバック・ファンクションを作成する必要があるという説明があるでしょう。この例を簡素

化するために、指定されたスキーマでこれを行う必要があると仮定します。そうすると、顧客は指定された表に行を挿入し、そのコールバックに使

用した名前を記述する必要があります。 
86 この項に掲載したコードの抜粋元の一覧は、「付録 D：動的ポリモフィズムを使用するコールバックの実装を説明するための自己完結型コード」

（69 ページ）を参照してください。 
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-- コード_37 

type Hook authid Current_User is object(  

Dummy number, 

not instantiable member function Callback( 

self in Hook, 

Input in integer ) return integer 

) 

not final 

not instantiable 

type の定義ではその他の構文上の要素が必要となります。 

• type には 1 つ以上のデータ属性があります。それは、実装において何の意味
ももたないことを強調するために"Dummy number"として宣言されます。 

• 要素 not final を指定することで、type を Hook の下に作成できます。 

• Callback()メソッドは not instantiable として宣言されています。これは、
type 階層のこのレベルでは実装が行われないためです。Hook は、実際の実
装を説明するサブタイプのスーパータイプとなります。Hook には not 
instantiable メソッドがあるため、Hook 自体も not instantiable として宣言
する必要があります。 

• type の各メンバー・メソッドには、暗黙的な最初の仮パラメータ self があり
ます。これは、デフォルトでは IN OUT モードです。代わりに IN として宣言
することもできますが、OUT としては宣言できません。IN OUT がデフォル
トなのは、通常メンバー・メソッドはデータ属性を設定するために使用され
るからです。IN OUT 仮パラメータは、nocopy ヒントを使用している場合を
除き、値で渡されます。属性 Dummy が参照されることがないこの特殊な
ユースケースのベスト・プラクティスは、self を明示的に IN として設定する
ことです。モードが IN の仮パラメータは、参照で渡されます。 

• 修飾子 authid current_user は、実行者権限でスーパータイプを確立するため
のもので、ベスト・プラクティスと考えられるものに沿って使用されます。
実行者権限か定義者権限かの選択は、実際のプロジェクトでは要件全体を考
慮して行われます。 

前述したように、呼び出されるサブプログラムの実装は、Hook のサブタイプで
表現されます。 

-- コード_38 

type My_Implementation under Hook(  

overriding member function Callback( 

... 

input in integer) return integer 

) 

type body My_Implementation is  

overriding member function Callback( 
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... 

input in integer) return integer 

is  

begin 

... 

return ...;  

end Callback; 

end; 

要素 overriding member は、スーパータイプ内の仮想宣言に対する実際の実装
として、メソッドを確立します。 

上の構成の素晴らしい点は、スーパータイプ Hook の変数（たとえば、Obj）に、
サブタイプ My_Implementation のインスタンスである値を実行時に渡すことが
でき、スーパータイプの仮想メソッド（Obj.Callback()）のように見えるものを
起動すると、このケースでは、サブタイプで宣言したオーバーライドする一致
内容を意味する点です。これにより、文をコンパイルした後で、文を再コンパ
イルすることなく、新しいコンパイル・ユニットを作成するだけで分岐を決定
できる、漠然と動的ケース文とでも呼べるようなものが手に入ります。これは、
新しいコンパイル・ユニットに Callback3()を確立するだけで、Callback3()を呼
び出すための新しい分岐を p()（コード_39）の case 式に追加することができ、
p()を再コンパイルする必要もない、というようなことです。 

-- コード_39 

function Callback1(input in integer) return integer is  

begin return input*2; end Callback1; 

 

function Callback2(input in integer) return integer is  

begin return input*2; end Callback2; 

 

procedure P(Which pls_integer) is 

... 

begin 

x := case Which 

when 1 then Callback1(n)  

when 2 then Callback2(n) 

... 

end; 

... 
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動的ポリモフィズムを使用してコード_36 の目的を実装する方法をコード_40 に
示します。 

-- コード_40 

procedure p(Obj in Hook) is 

... 

begin 

... 

x := Obj.Callback(n); 

... 

p.Obj の実際の値は、実行時にスキーマレベル表から選択するなどして取得され
ます。今回は、varchar2 列を使用して実装の名前を保持するのではなく、列の
データ型が Hook で、サブタイプ My_Implementation のインスタンスを使用し
て移入されるものとします。 

動的 SQL のアプローチ（コード_36）では、静的 SQL 構文テンプレートを使用
して、単純 SQL 名プレースホルダを単純 SQL 名で安全に置き換えています。 

このコードが安全であることを監査者が証明するには、ある程度の労力が必要
でしょう。動的ポリモフィズムを使用するアプローチ（コード_40）では SQL を
一切使用していないため、安全なのは明らかです。 

さらに、動的ポリモフィズムを使用するこのアプローチには次の 2 つの利点も
あります。 

• 代表的な例として、PL/SQL から SQL へ、さらに SQL から PL/SQL コンテキ
ストへと切り替えるコストと比べべてコールバック本体の実行速度が相対的
に速い場合、動的ポリモフィズムのアプローチのほうが動的 SQL のアプロー
チより 10 倍程度速いことがテストで実証されています。 

• 動的ポリモフィズムのアプローチを使用する場合、Callback()の仮パラメー
タには任意の PL/SQL データ型を設定できますが、動的 SQL のアプローチを
使用する場合、パラメータのデータ型は SQL で認識できるデータ型に限定さ
れます。 
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既存コードの分析と強化 
この作業の大半は手動で行うことになるはずです。なお、Oracle Database 12c 
Release 2 では PL/Scope の機能が強化され、動的 SQL が使用されているソース・
コードの場所がすべてリストされます。動的 SQL を実行するトップ・レベルの
PL/SQL ブロックを検索するには、非定型メソッドを使用する必要があります。 

プロシージャ API が使用されているすべてのコール・サイトを検索するのは簡
単です 87。PL/Scope88を使用すると、見落としや誤認をすることなく、各コー
ル・サイトを特定できます。ただし、これに相当するメソッドとして、ネイ
ティブな動的 SQL を発行するサイトを検索できるものはありません 89。ソー
ス・コードを手動で検索する以外に方法はありません。そのようなコール・サ
イトを持つ PL/SQL ユニットには、execute と immediate の両方の単語、または
open と for の両方の単語が含まれます。そのため、関係するユーザーの観点か
ら見た場合は、User_Source を機械的に検索することで一部のユニットを除去で
きるでしょう。 

対象となるユニットを特定したら、関連するトップ・レベルの PL/SQL ブロック
1 つ 1 つのソース・コードを手動で点検し、このホワイト・ペーパーで主張して
いるルールに従っているかどうかを判定します。 

ルール違反が見つかるとすれば、その違反は、このホワイト・ペーパーで説明
した原則に従って作成された安全な動的テキストではない動的テキストで構成
される実行時作成 SQL 文テキストを使用して SQL 文が実行される場所にあるで
しょう 90。 

運がよければ、監査者は、静的 SQL 構文テンプレートの使用が想定されていた
場所で動的テキストが安全ではない形で使用されていることをすぐに確認でき
ます。この場合は、実行時作成 SQL 文テキストを実行する PL/SQL 文の直前に
DBMS_Assert.Simple_Sql_Name() 、 DBMS_Assert.Enquote_Literal() 、 ま た は
To_Char(x f, n)のコールを追加することで脆弱性は排除されます。 

SQL キーワードと演算子が動的テキストとして供給されるという前提に基づい
て設計されているような運の悪いケースでは、設計を根本的に見直す以外の解
決策はありません。しかし、少なくとも脆弱性は特定されます。 

  

                            
87 関連するサブプログラムは、「付録 C：動的 SQL を実装する、その他のオラクル提供サブプログラム」（66 ページ）に掲載されています。 
88 PL/Scope は Oracle Database 11g で導入されたものです。PL/Scope の詳細については、『Oracle Database アドバンスト・アプリケーション開発

者ガイド』の「PL/Scope の使用」の章を参照してください。 
89 機能強化の要望 6913337 で、これを行う方法を提供するよう求めています。 
90 特に、“SQL のリテラルまたは単純 SQL 名の安全性を保証する"の項（23 ページ）および"安全性を保証するための正式で十分な規定"の項（39 ペー

ジ）を参照してください。 
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結論 
このホワイト・ペーパーでは、SQL インジェクションとその回避方法を適切に
議論 91するうえで欠かせないいくつかの概念 92を慎重に定義し、以下に示すとお
り名前を付けました。 

• 一般 SQL 名、エキゾチック SQL 名 

• コンパイル時固定 SQL 文テキスト、実行時作成 SQL 文テキスト 

• 値プレースホルダ、単純 SQL 名プレースホルダ 

• SQL 構文テンプレート、静的 SQL 構文テンプレート、動的 SQL 構文テンプ
レート 

• 静的テキスト、動的テキスト、安全な動的テキスト、安全な SQL 文テキスト 

• トップ・レベルの PL/SQL ブロック 

また、このホワイト・ペーパーでは、確立されている以下の概念および用語を
慎重に使用しています。 

• 標準プレースホルダ、単純 SQL 名、修飾 SQL 名 

• 埋込み SQL、ネイティブ動的 SQL、DBMS_Sql API 

• PL/SQL の数値、PL/SQL の日時値、PL/SQL のテキスト値 

• SQL の数値リテラル、SQL の日時リテラル、SQL のテキスト・リテラル 

• PL/SQL の静的 varchar2 式、PL/SQL の静的 varchar2 定数 

これらの概念および用語を使用したことで、「SQL インジェクションは、サブ
プログラムの作成者が意図したものとは異なる SQL 構文テンプレートで SQL 文
が実行されたときに PL/SQL サブプログラムの特定のコール・サイトで発生する」
と主張する立場からこのホワイト・ペーパーの主題を簡潔に分かりやすく定義
することができました。また、SQL インジェクションが発生する可能性がある
のは、実行時作成 SQL 文テキストが実行される場合のみであることも確認でき
ました。 

これにより、PL/SQL コードを SQL インジェクション攻撃から確実に保護する
もっとも費用対効果の高い方法を理解するための基本的な考え方が次のとおり
導き出されました。 

• コンパイル時固定 SQL 文テキストのみを実行することを目指し、その場合は
必要に応じて埋込み SQL、execute immediate、または open for のいずれか
を PL/SQL の静的 varchar2 式とともに使用する。 

• コンパイル時固定 SQL 文テキストでは機能仕様書の要件を十分に満たせない
ことを設計仕様書で入念に説明した後ではじめて、全体が静的テキストであ
る実行時作成 SQL 文テキストの実行を目指す。 

                            
91 「付録 A：このホワイト・ペーパーで紹介されている新しい専門用語の定義」（59 ページ）を参照してください。 
92 このような説明は、これまで行われたことがないようです。 
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• コンパイル時固定 SQL 文テキストと全体が静的テキストである実行時作成
SQL 文テキストのいずれも十分でない理由を入念に説明した後ではじめて、
安全な SQL 文テキストである実行時作成 SQL 文テキストを使用する。 

• 安全な SQL 文テキストを作成する場合は次の点を意識する。 

− SQL 構 文 テ ン プ レ ー ト 内 の 値 プ レ ー ス ホ ル ダ を
DBMS_Assert.Enquote_Literal()または To_Char(x f, n)で置換する動的テキ
ストの安全性を保証する。この設計の場合は、標準プレースホルダへの
バインディングでは十分でない理由を明確に説明します。SQL のテキス
ト・リテラルまたは SQL の日時リテラルには前者を使用します。また、
SQL の日時リテラルを作成する場合は、必要とされる精度に適した書式
モデルを指定した To_Char()を使用し、同じモデルを使用して To_Date()
を安全な SQL 文テキストにエンコードします。SQL の数値リテラルには
To_Char(x f, n)を使用します。 

− SQL 構 文 テ ン プ レ ー ト 内 の 単 純 SQL 名 プ レ ー ス ホ ル ダ を
DBMS_Assert.Simple_Sql_Name()で置換する動的テキストの安全性を保
証する。 

以上の結果、SQL インジェクションに耐性がある設計を実装する費用が、アプ
ローチが高度化していくたびに増加していくことは明らかです。しかし、費用
がかかることを理由に、単純な実装を採用することを正当化してはなりません。
このホワイト・ペーパーで規定した原則を守ってはじめて、SQL インジェク
ションの脅威から確実に保護されます。 

 

Mark Fallon、mailto:mark.l.fallon@oracle.com 
Bryn Llewellyn、mailto:bryn.llewellyn@oracle.com 
Howard Smith、mailto:howard.smith@oracle.com 
Oracle Headquarters 
2017 年 5 月 10 日 
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付録A： 

このホワイト・ペーパーで紹介されている新しい専門用語の定義 

この付録には、このホワイト・ペーパーで紹介している新しい専門用語の定義
を収録しています。 

一般SQL名 

一般 SQL 名は先頭が A..Z の範囲の大文字アルファベットで、その後は A..Z の範
囲の大文字英数字、下線、#、または$のみで構成されます。SQL 文内の一般 SQL
名は二重引用符で囲む必要はありません。また、囲まれていない場合は、大文字
と小文字のどちらで記述されていても問題ありません。ただし、二重引用符で囲
むこともできます。二重引用符で囲まれている場合は、SQL パーサーによって文
字の大小が保持されるため、すべて大文字で記述する必要があります。 

例 2：ユーザー指定の表名（18 ページ）を参照してください。 

エキゾチックSQL名 
エキゾチック SQL 名とは、一般 SQL 名のルールに反する名前のことです。した
がって、SQL 文内では二重引用符で囲む必要があります。 

例 2：ユーザー指定の表名（18 ページ）を参照してください。 

コンパイル時固定SQL文テキスト 

コンパイル時固定 SQL 文テキストとは、実行時には変更することができず、該
当する SQL 文を実行する PL/SQL ユニットのソース・コードを読み取ることで確
実に決定することができる、SQL 文のテキストのことです。動的 SQL の場合は、
PL/SQL の静的 varchar2 式である SQL 文のテキストです。PL/SQL の静的 varchar2
式の値は実行時には変更できませんが、コンパイル時に事前に計算することが
できます。PL/SQL の埋込み SQL 文を実装する SQL 文のテキストは PL/SQL コン
パイラで作成されるため、これもコンパイル時固定 SQL 文テキストであると考
えます。 

「コンパイル時固定 SQL 文テキストと実行時作成 SQL 文テキストを区別する」
（8 ページ）を参照してください。 

実行時作成SQL文テキスト 
実行時作成 SQL 文テキストとは、コンパイル時固定 SQL 文テキストではない
SQL 文のテキストのことです。 

「コンパイル時固定 SQL 文テキストと実行時作成 SQL 文テキストを区別する」
（8 ページ）を参照してください。 
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SQL構文テンプレート 

SQL 構文テンプレートは通常の SQL 文のように見えますが、この概念は設計仕
様書に記載する範囲に含まれます。次に例を示します。 

select &&1 from &&2 where &&3 = &4 

これは、テンプレートのインスタンスである一連の通常の SQL 文を規定するた
めのドキュメンテーション手法です。PL/SQL プログラムによるインスタンス化
は、テンプレート内の&&または&で始まる要素の代わりに通常の SQL 要素を使
用することで実現できます。通常の SQL 文としてインスタンス化するときには、
テンプレートに含まれる空白以外の要素をすべて忠実に再現する必要がありま
す。これには、SQL のヒントも含まれますが、空白として処理できる通常のコ
メントは対象外です。 

「新しい概念の紹介：SQL 構文テンプレート」（6 ページ）を参照してください。 

値プレースホルダ 

値プレースホルダとは、SQL 構文テンプレート内の&で始まる要素のことです。
これは、適切な形の SQL リテラルまたは通常の SQL 文内の標準プレースホルダ
のいずれかを表します。 

「新しい概念の紹介：SQL 構文テンプレート」（6 ページ）を参照してください。 

単純SQL名プレースホルダ 
単純 SQL 名プレースホルダとは、SQL 構文テンプレート内の&&で始まる要素の
ことです。これは、通常の SQL 文内の単純 SQL 名を表します。 

「新しい概念の紹介：SQL 構文テンプレート」（6 ページ）を参照してください。 

静的SQL構文テンプレート 

静的 SQL 構文テンプレートとは、設計仕様書に明示的に記載できる SQL 構文テ
ンプレートのことです。静的 SQL 構文テンプレートをインスタンス化および実
行する実装は、常に次のように記述でき、そうする必要があります。 

<<Some_Inner_Block>>declare 

Stmt constant varchar2(32767) :=  

'select c1 from ' 

|| Sys.DBMS_Assert.Simple_Sql_Name(Dynamic_Name) 

|| ' where PK = :b for update wait ' 

|| Sys.DBMS_Assert.Enquote_Literal(Dynamic_Value);  

begin 

execute immediate Stmt... 

... 

end Some_Inner_Block; 

 

代入するのは、次のうち 1 つまたは複数の呼出しを伴う 1 つまたは複数の
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PL/SQL の静的 varchar2 式を 1 つに連結したものです。 

• DBMS_Assert.Enquote_Literal() 

• To_Char(x f, 'NLS_Numeric_Characters = ''.,''') 

• DBMS_Assert.Simple_Sql_Name() 

静的 SQL 構文テンプレートは、from リストの項目の名前が実行時まで分からな
い事例を除き、埋込み SQL を使用可能な場合などに使用できます。 

定義上、コンパイル時固定 SQL 文テキストは静的 SQL 構文テンプレートに準拠
します。 

「静的 SQL 構文テンプレートの定義」（9 ページ）を参照してください。 

動的SQL構文テンプレート 

動的 SQL 構文テンプレートは、特定のコール・サイト（テンプレート・セット
が大きすぎてテンプレートを個別に記述することはできなくてもテンプレー
ト・セットの記述は確かにできるコール・サイト）で実行する通常の SQL 文を
規定するために設計されたテンプレートの大規模なセットの 1 つです。この説
明は、正規表現構文などを使用して、設計仕様書に記載できます。 

"サンプル・フォームによる問合せ"の項（47 ページ）に示されているようなサ
ンプル・インタフェースによる問合せなどを実装するには、一連の動的 SQL 構
文テンプレートが必要です。テンプレートを実用的なものにするため、動的
SQL 構文テンプレートでは単純 SQL 名プレースホルダも値プレースホルダも使
用しません。また、これらのプレースホルダを使用しないことで、コード・レ
ビューでその安全性を容易に判定できます。それらを使用していない場合、特
定のコール・サイト用の一連の動的 SQL 構文テンプレートに準拠する通常の
SQL 文はすべて、PL/SQL の静的 varchar2 式だけを使用して作成されます。 

実行時作成 SQL 文テキストは、静的 SQL 構文テンプレートに準拠する場合もあ
れば、動的 SQL 構文テンプレートに準拠する場合もあります。 

「動的 SQL 構文テンプレートの定義」（10 ページ）を参照してください。 

静的テキスト 
静的テキストは次のいずれかです。 

• 『Oracle Database PL/SQL 言語リファレンス』に定義されている PL/SQL の
静的 varchar2 式 

• 静的テキスト項目を任意に連結することにより形成される式 

• 静的テキストを使用して可視的に割り当てられているローカル変数の値
（ローカル変数は、現在のトップ・レベルの PL/SQL ブロック内で宣言され
ている変数です） 

この定義は意図して再帰的になっています。実行時まで結果が分からないテス
トによって連結が変わる場合がありますが、想定されるどの連結も、PL/SQL の
静的 varchar2 式のみを最終的なソースとする静的テキストにしかならないこと
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が、人間による簡単な検査だけで分かる必要があります。 

「静的テキスト」（39 ページ）を参照してください。 

動的テキスト 
静的テキストでないテキストはすべて動的テキストです。分かりやすい例とし
ては、仮パラメータ、パッケージのトップ・レベルで constant キーワードなし
で宣言された変数、通常の変数（SQL 文を実行して割り当てられるか、
Utl_File.Get_Line()の Buffer 仮パラメータの実引数として割り当てられます）な
どがあります。 

「動的テキスト」（40 ページ）を参照してください。 

安全な動的テキスト 

安全な動的テキストは、以下のいずれかの出力です。 

• DBMS_Assert.Enquote_Literal() 

• To_Char(x f, 'NLS_Numeric_Characters = ''.,''')、x は数値データ型の変数、f は
明示的な書式モデル'TM' 

• DBMS_Assert.Simple_Sql_Name() 

「安全な動的テキスト」（40 ページ）を参照してください。 

安全なSQL文テキスト 
安全な SQL 文テキストとは、静的テキストと安全な動的テキストを任意に連結
したものです中間結果や最終結果にはローカル変数を使用できます。 

「安全な SQL 文テキスト」（40 ページ）を参照してください。 

トップ・レベルのPL/SQLブロック 
トップ・レベルの PL/SQL ブロックは、スキーマレベルのファンクション、ス
キーマレベルのプロシージャ、パッケージ本体またはタイプ本体内のトップ・
レベルで定義されているファンクションまたはプロシージャ、パッケージの初
期化ブロック、またはトリガーの実装のいずれかです。したがって、パッケー
ジまたはパッケージ本体のトップ・レベルで宣言された変数は、定義上はロー
カル変数ではありません。 

「静的テキスト」（39 ページ）を参照してください。 
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付録B： 

SQLインジェクションを防止するためのルールの概要 

この付録には、SQL インジェクションを防ぐための方策としてこのホワイト・
ペーパーで提唱しているルールが収録されています。 

 

 ルール_1：SQL 文をプログラムで作成する必要がある場合、通常コードには
中間結果を保持するための変数が必要です（少なくとも、使用することによ
るメリットがあります）。そうした変数を constant として宣言するために、
宣言内で値を割り当てます。これには、ネストされたブロック文または前方
宣言ファンクションを使用する必要がある場合があります。この手法を使用
すると、変数の値が初期割当て時と使用時で変化しないと分かるため、コー
ドのレビューが容易になります（12 ページ）。 

 

 ルール_2：SQL 構文テンプレートという用語が意味するものを理解する。こ
の理解を応用して、実行時作成 SQL 文テキストを構成するコードを設計する。
静的 SQL 構文テンプレートと動的 SQL 構文テンプレートの違いを理解する
（12 ページ）。 

 

 ルール_3：SQL インジェクションという用語の定義は、意図しない SQL 構文
テンプレートを使用した SQL 文の実行であることを理解する。したがって、
SQL インジェクション攻撃を受ける可能性があるのは、動的 SQL を使用して
実行しなければならない実行時作成 SQL 文テキストのみであることを理解す
る（14 ページ）。 

 

ルール_4：PL/SQL API を介してのみクライアントにデータベースを公開する。
権限の制御を慎重に行い、他の種類のアプリケーション・オブジェクト（特
に表とビュー）にクライアントが直接アクセスできないようにする（33
ページ）。 

 

 ルール_5：通常のアプリケーション・コードの設計仕様書に、埋込み SQL 以
外のものを使用する提案がなされている場合は、ドキュメントのレビュー時
に論理的根拠を慎重に調査することを要求する。その設計には問題がないと
十分説明できる場合もありますが、その説明は明示的に行う必要があります
（35 ページ）。 
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 ルール_6：可能な場合は必ずコンパイル時固定 SQL 文テキストを使用する。
埋込み SQL がサポートする種類の SQL 文の場合は埋込み SQL を使用します。
それ以外の場合は、PL/SQL の静的 varchar2 式だけを使用して構成された単
一の PL/SQL の定数引数とともに execute immediate を使用します。使用で
きないという結論に達した場合は、機能仕様書と設計仕様書を同僚とともに
慎重に再検討し、コンパイル時固定 SQL 文テキストを使用できない理由を設
計仕様書で具体的に説明します（35 ページ）。 

 

 ルール_7：SQL 構文テンプレート内の値プレースホルダの置換を提案してい
る設計仕様書は、（それが静的 SQL 構文テンプレートであろうと動的 SQL 構
文テンプレートであろうと、）疑って見る必要がある。仕様書の承認は、こ
のアプローチについて納得のいく根拠が示されてからにする必要があります
（37 ページ）。 

 

 ルール_8：SQL 構文テンプレート内の単純 SQL 名プレースホルダの置換を提
案している設計仕様書は、（それが静的 SQL 構文テンプレートであろうと動
的 SQL 構文テンプレートであろうと、）疑って見る必要がある。仕様書の承
認は、このアプローチについて納得のいく根拠が示されてからにする必要が
あります（38 ページ）。 

 

 ルール_9：実行時に初めて構成が明らかになる一連のプレースホルダにバイ
ンドするための要件（これは DBMS_Sql API で完全にサポートされています）
と、最適な問合せ実行パフォーマンスを得るために直接エンコードされたリ
テラルを使用するための要件とを混同しないようにする（39 ページ）。 

 

 ルール_10：PL/SQL のテキスト式で表される SQL 文が、動的 SQL 用の
PL/SQL API のいずれかを使用して実行される場合、その式は安全な SQL 文テ
キストである必要がある。安全な SQL 文テキストとは、静的テキストと安全
な動的テキストとを連結したものです。静的テキストは PL/SQL の静的
varchar2 式のみで構成されます。動的テキストは静的テキストではないすべ
てのテキストです。安全な動的テキストと言えるのは、オラクルが提供する
3 つ の フ ァ ン ク シ ョ ン （ DBMS_Assert.Simple_Sql_Name() 、
DBMS_Assert.Enquote_Literal()、To_Char(x f, n)）のいずれかの出力だけです
（41 ページ）。 
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 ルール_11：DBMS_Assert.Enquote_Literal()または To_Char(x f, n)で生成され
る安全な動的テキストは、SQL のリテラルを配置することが想定されている
SQL 文 内 の 場 所 の み で 使 用 す る 必 要 が あ る 。 ま た 、
DBMS_Assert.Simple_Sql_Name()で作成される安全な動的テキストは、単純
SQL 名を配置することが想定されている SQL 文内の場所のみで使用する必要
がある（42 ページ）。 

 

ルール_12：監査が容易になるように、実行時作成 SQL 文テキストの安全性は、
その SQL 文を実行する PL/SQL 文の直前のコードで確立する（44 ページ）。 

 

 

 ルール_13：実行時作成 SQL 文テキストを実行するために設計されている、
オラクル提供の全 API を確認する。ネイティブ動的 SQL および DBMS_Sql 
API とともに使用するテキストの安全性を確保するために使用するのとまっ
たく同じルールを使用して、実行時作成 SQL 文テキストの安全性を保証しま
す。このアプローチは、テキストが完全な SQL 文を表している場合も、文の
コンポーネントを表している場合も同じです。（64 ページ） 

 

 ルール_14：新しいコードで DBMS_Utility.Exec_DDL_Statement()を使用しな
ければならない正当な理由はどこにもないため、使用してはならない。（67
ページ） 
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付録C： 

動的SQLを実装する、その他のオラクル提供サブプログラム 

PL/SQL のプログラマーは、PL/SQL のテキスト値として提示される SQL 文を実
行する方法は 2 つ、つまりネイティブ動的 SQL か DBMS_Sql API しかないと考
えがちですが、これは事実と異なります。方法は他にも存在します。この付録
では、それらについて説明します。 

一部の API は完全な SQL 文を受け入れて実行できるように設計されていますが、
特定の種類の SQL 文（任意の種類の DDL 文、PL/SQL ユニットを作成する DDL
文など）であることが必要です。それ以外に、SQL 文のコンポーネント（where
句など）を受け入れて他のコンポーネントと連結し、プログラムで SQL 文を作
成して実行できるように設計されているものがあります。 

これらの API の特性はどれも同じで、SQL インジェクションに対する安全性の確
保はコール元の責任であるという明確な前提に基づいて設計されています。 

ルール_13 

実行時作成 SQL 文テキストを実行するために設計されている、オラクル提供の
全 API を確認する。ネイティブ動的 SQL および DBMS_Sql API とともに使用する
テキストの安全性を確保するために使用するのとまったく同じルールを使用し
て、実行時作成 SQL 文テキストの安全性を保証します。このアプローチは、テ
キストが完全な SQL 文を表している場合も、文のコンポーネントを表している
場合も同じです。 

DBMS_Utility.Exec_DDL_Statement() 
DBMS_Utility.Exec_DDL_Statement()の実装の重要な部分をコード_41 に示します。 

-- コード_41 

Cur := DBMS_Sql.Open_Cursor();  

DBMS_Sql.Parse(Cur, Stmt, DBMS_Sql.Native);  

DBMS_Sql.Close_Cursor(Cur); 

Stmt が DDL 文 93であればこのコードで十分に実行できることが分かります 94。
しかし、埋込み SQL でサポートされていないその他の種類の文（alter session な
ど）の場合は DBMS_Sql.Execute()をコールする必要があります。そのため、
DBMS_Utility.Exec_DDL_Statement()では DDL 文以外のものがすべて密かに無視
されることになります。 

  

                            
93 DDL 文に分類される文の種類の一覧については、『Oracle Database SQL 言語リファレンス』を参照してください。 
94 この事実は、『Oracle Database PL/SQL パッケージおよびタイプ・リファレンス』に記載されています。 
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このような動作を意図して設計仕様書が書かれるとは、なかなか想像できませ
ん。したがって、新しいコードでは、execute immediate を使用して DDL 文を
実行する必要があります。また、埋込み SQL を使用できない場合は、ネイティ
ブ動的 SQL または DBMS_Sql API を使用して、その他の種類の文を実行する必
要があります。コール元のコードの目的は分かっているため、SQL 文テキスト
はこの目的に特化して作成されることになります。 

ルール_14 

新しいコードで DBMS_Utility.Exec_DDL_Statement()を使用しなければならない
正当な理由はどこにもないため、使用してはならない。 

DBMS_DDL.Create_Wrapped() 
このプロシージャの目的は、PL/SQL ユニットを作成するとともにコードを難読
化してカタログに格納することです。入力は、適切な create or replace 文のプ
レーン・テキストです。ソースを難読化する必要がないのであれば、単純に
execute immediate を使用するところです。 

ユースケースが実際に発生するのは、PL/SQL ユニットをプログラムで生成する
のが適している場合です。たとえば、ISV のコードを顧客サイトにインストール
するときのインストール後手順を実装するコードなどがそうです。特定のサブ
プログラムのロジックにはインストール環境固有のプロパティを反映させる必
要があるためです。なお、ルール_10（41 ページ）およびルール_11（42 ペー
ジ）に従うと、プログラムで作成できる PL/SQL が制限されます。大量のそのよ
うなソースは静的テキストとして作成する必要があり、動的テキストから導出
できるのはソース内の識別子とテキスト・リテラルだけです。テキスト・リテ
ラル 95に関して言えば、このホワイト・ペーパーで求めている安全な動的テキ
ストを使用する場合であっても、十二分の注意を払う必要があります。たとえ
ば、execute immediate の引数として安全な動的テキストを認めるのは明らかに
危険です。おそらく、静的テキスト以外のものを使用しても問題がないのは、
ユニット自体の名前やユニットで公開されるサブプログラムの名前といった、
外部から確認できる名前だけです。 

DBMS_HS_Passthrough 
パススルー機能は、SQL 文を Oracle Database で解析することなく Oracle 以外
のシステムで実行できるようにするメカニズムです。 

DBMS_HS_Passthrough.Execute_Immediate() 

このファンクションは SQL をただちに実行します。select 文を除くすべての有
効な SQL 文がただちに実行されます。内部的には、パススルーSQL プロトコル
の シ ー ケ ン ス （ Open_Cursor() 、 Parse() 、 Execute_Non_Query() 、
Close_Cursor()）を使用して SQL 文が実行されます。SQL 文にプレースホルダを
含めることはできません。 

                            
95 安全な数値および日時リテラルを使用して PL/SQL ユニットのソース・コードを作成しても本質的にリスクはありませんが、機能重視の設計仕様書

でこの点をどのように要求できるかを確認するのは非常に困難です。 

新 し い コ ー ド で は
DBMS_Utility.Exec_D
DL_Statement()を使用

しない。 
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DBMS_HS_Passthrough.Parse() 

このファンクションは、渡された SQL 文を Oracle 以外のシステムで解析します。
文を実行するのは後続の DBMS_HS_Passthrough.Execute_Non_Query()または
DBMS_HS_Passthrough.Fetch()（select 文の場合）です。SQL 文にプレースホル
ダを含めることはできません。 

OWA_Util 

OWA_Util パッケージには、PL/SQL のテキスト値として提示される select 文の
結果を使用して HTML ページまたは HTML ページの断片を生成する機能などが
あります。 

OWA_Util.Bind_Variables() 

このファンクションの目的は、後続の他の OWA_Util サブプログラムで使用され
る select 文を作成することです。ただし、これは、DBMS_Sql.Open_Cursor()、
DBMS_Sql.Parse()のコール、および DBMS_Sql.Bind_Variable()の一連のコールの
ためのラッパーにすぎません。このファンクションは通常の DBMS_Sql 数値
カーソルを返します。 

OWA_Util.Bind_Variables()には bv17Name、bv17Value のような名前が付いた 25
の仮パラメータのペアがあり、データタイプはすべて varchar2 で、デフォルト
値は NULL となっています。そのため、これらのパラメータは用途に応じて省略
できます。NOT NULL のペアごとに、対応する DBMS_Sql.Bind_Variable()のコー
ルが行われます。 

OWA_Util.ListPrint() 

このプロシージャは、HTML 形式のユーザー・インタフェース要素（選択リスト）
を select 文の出力から生成します。これには 2 つのバージョンがあります。最
初のバージョンは、完全な select 文を PL/SQL のテキスト値として取得し、2 つ
めのバージョンは、OWA_Util.Bind_Variables()を事前にコールするなどして準備
した DBMS_Sql 数値カーソルを取得します。 

OWA_Util.TablePrint() 

このファンクションは、データベース表の内容を表す HTML 断片を生成します。
このファンクションには完全な select 文を取得するのではなく、表の名前、必
要な列をカンマで区切ったリストを渡し、where 句と order by 句を指定します。
where 句にプレースホルダを含めることはできません。 
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付録D： 

動的ポリモフィズムを使用するコールバックの実装を説明するための 
自己完結型コード 
このコードは、通常のユーザーとして実行できます。スペースを節約するため
に、このコードで作成するオブジェクトはどれもまだ存在していないものとし
て記述しています。 

動的ポリモフィズムを使用した実装と execute immediate を使用した単純な実
装とで結果が同じになることを証明するために、テスト・ハーネス（最後にあ
るプロシージャ p()）では、各メソッドを交互に使用して、異なる引数を指定し
て何度も起動したときのチェックサムを計算します。 

何 ら か の タ イ ミ ン グ ・ コ ー ド を 簡 単 に 追 加 で き る た め
（DBMS_Utility.Get_CPU_Time()を使用します）、チェックサムが計算される入
力値の範囲を大幅に拡大できます。 

create function Callback(Input in integer) return integer is 

begin 

return Input*Input;  

end Callback; 

/ 

 

 

create type Hook authid Current_User is object(  

Dummy number, 

not instantiable member function Callback(  

self in Hook, 

Input in integer ) return integer 

) 

not final 

not instantiable 

/ 

 

 

create type My_Implementation under Hook(  

overriding member function Callback( 

self in My_Implementation,  

Input in integer) return integer 

) 

/ 
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create type body My_Implementation is  

overriding member function Callback( 

self in My_Implementation, 

Input in integer) return integer 

is 

begin 

return Input*Input; 

end Callback; 

end; 

/ 

 

 

create package Which_Callback is  

function The_Callback return Hook; 

end Which_Callback; 

/ 

  

 

 

create package body Which_Callback is 

-- Implements some logic to chose an instance of 

-- the appropriate subtype of Hook 

function The_Callback return Hook is 

Which constant Hook := My_Implementation(0);  

begin 

return Which;  

end; 

end Which_Callback; 

/ 

 

 

create procedure p(Name in varchar2, Obj in Hook) is  

No_Of_Repeats constant pls_integer := 100;  

Checksum integer; 

n integer; 

x integer; 

 

Safe_Name constant varchar2(32767) :=  

Sys.DBMS_Assert.Simple_Sql_Name(Name); 

Stmt constant varchar2(32767) := 

'begin :x := '||Safe_Name||'(:n); end;'; 

procedure Check_It is  

begin 

if(Checksum is null or Checksum <> 338350) then  

Raise_Application_Error(-20000, 
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'Callback: unexpected Checksum: ' || Checksum);  

end if; 

end Check_It;  

begin 

Checksum := 0; 

n := 0; 

for r in 1..No_Of_Repeats loop n :=  

n + 1; 

execute immediate Stmt using out x, in n;  

Checksum := Checksum + x; 

end loop; 

Check_It(); 

 

Checksum := 0; 

n := 0; 

for r in 1..No_Of_Repeats loop n :=  

n + 1; 

Checksum := Checksum + Obj.Callback(n);  

end loop; 

Check_It();  

end p; 

/ 

 

begin p('Callback', Which_Callback.The_Callback()); end; 

/ 
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