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利用上の注意事項
ドキュメントルート以下の各ディレクトリの書き込み権限は、owner、
group のみに付与して下さい。other には付与しないでください。
ファイルのアップロード機能を使用する際には、アップロード先は
File ディレクティブ等で指定したディレクトリにアップロードしてくだ
さい。悪意のあるスクリプトのアップロードによる、外部からの操作
を防止できます。
CGI によるフォーム情報の受け取り時には、クロスサイトスクリプテ
ィング(悪意のあるコードの埋め込み)対策を行ってください。各種
CGI 用ライブラリ等を使用することが有効です。
その他、セキュリティ対策を行うための方策は、IPA (独立行政法
人情報処理推進機構)の情報セキュリティにあるセキュア・プログ
ラミング講座に記載されています。参考にしてください。
http://www.ipa.go.jp/security/awareness/vend
or/programmingv2/index.html
CGI を利用することで発生する被害は、ユーザ責任となりますの
でセキュリティ対策を実施願います。
利用期間は、計算機システム利用申請書の期間と同一とします。

Notes on Use
Authentication for writing to each directory under the document path
may only be given to owners or groups. Do not give authentication to
others.
When using the file upload function, the upload destination should be a
directory designated with File Directive, etc. This prevents operation
from outside the system by uploading malicious scripts.
When receiving form information with CGI, take measures to prevent
cross-site scripting (injection of malicious code). It is effective to use
various libraries for CGI.
Other security measures are described in the Secure Programming
Course under the IT Security tab on the IPA website (Information
Technology
Promotion
Agency)
at:
http://www.ipa.go.jp/security/awareness/vendor/
programmingv2/index.html
The user is responsible for any damage or loss caused by the use of
CGI. Be sure to take necessary security measures.
The usage duration should be identical to the period reported on the
Computer System Use Application.
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●Basic 認証のパスワードを利用し、特定の人と大規模データの
受け渡しを行うため。●受信者の登録機能を作成するため CGI が
申 請 理 由
必 要 で す 。 I wish to use basic password authentication to
Reason for application
exchange large data files with particular persons. I need CGI to
create a recipient registration function.
利用上の補足
●100MB のデータファイルを使用する場合があります。●データ
の受け渡し先は、限定されています。●データベース(MySQL)を
Additional information regarding use
(ファイル容量･アクセス対象者･CGI で行うこと 使 う予定 です 。I may sometimes use 100MB data files. Data
等 File volume, access targets, use of
recipients are limited. I plan to use a database (MySQL).
CGI, etc.)
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利用上の注意事項
ドキュメントルート以下の各ディレクトリの書き込み権限は、owner、
group のみに付与して下さい。other には付与しないでください。
ファイルのアップロード機能を使用する際には、アップロード先は
File ディレクティブ等で指定したディレクトリにアップロードしてくだ
さい。悪意のあるスクリプトのアップロードによる、外部からの操作
を防止できます。
CGI によるフォーム情報の受け取り時には、クロスサイトスクリプテ
ィング(悪意のあるコードの埋め込み)対策を行ってください。各種
CGI 用ライブラリ等を使用することが有効です。
その他、セキュリティ対策を行うための方策は、IPA (独立行政法
人情報処理推進機構)の情報セキュリティにあるセキュア・プログ
ラミング講座に記載されています。参考にしてください。
http://www.ipa.go.jp/security/awareness/vend
or/programmingv2/index.html
CGI を利用することで発生する被害は、ユーザ責任となりますの
でセキュリティ対策を実施願います。
利用期間は、計算機システム利用申請書の期間と同一とします。

Notes on Use
Authentication for writing to each directory under the document path
may only be given to owners or groups. Do not give authentication to
others.
When using the file upload function, the upload destination should be a
directory designated with File Directive, etc. This prevents operation
from outside the system by uploading malicious scripts.
When receiving form information with CGI, take measures to prevent
cross-site scripting (injection of malicious code). It is effective to use
various libraries for CGI.
Other security measures are described in the Secure Programming
Course under the IT Security tab on the IPA website (Information
Technology
Promotion
Agency)
at:
http://www.ipa.go.jp/security/awareness/vendor/
programmingv2/index.html
The user is responsible for any damage or loss caused by the use of
CGI. Be sure to take necessary security measures.
The usage duration should be identical to the period reported on the
Computer System Use Application.

