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[+]SPI のハッキング
■はじめに
「SPI」という単語をご存知でしょうか?
ここでいう、SPI とは就職活動でたびたびおこなわれるテストのことではなく、下記のシリアル・ペリフェラル・
インタフェースのことを指します。

シリアル・ペリフェラル・インタフェース(Serial Peripheral Interface, SPI)は、コンピュータ内部で使われるデ
バイス同士を接続するバスである。パラレルバスに比べて接続端子数が少なくて済むシリアルバスの一種で、比
較的低速なデータ転送を行うデバイスに利用される。
SPI は省ピンで接続できるバスとして、モトローラ(現在はフリースケール・セミコンダクタ)が提唱した規格で
ある。
(引用)

https://ja.wikipedia.org/wiki/シリアル・ペリフェラル・インタフェース

ある基板をもとに、SPI チップがどのような形でどのような配列なのかを明記したいと思います。
下記図では、基板に対して UART と SPI をマーキングし、その SPI の型番からデータシートを調べ図式化した
ものです。

(図)ある基板に対する SPI チップの位置と SPI のピン配列
SPI ダンプは、データシートから調べた 4 ピン(SCK/MOSI/MISO/CS)を適切に機器と PC をつなぐデバイスに
接続することで通信をすることができます。
電子回路にあまり詳しくない方が SPI ダンプをする際に１つ気を付けたほうが良いことは、、同じ形でも下記の
ようなデバイスの場合、実は中国・深圳 LENZE 社の ST17H26 という Bluetooth LE(以下、BLE)内蔵のマイコ
ンチップだったりします。

(図)ダイソーで販売されている BLE のリモートシャッター
このチップセットのデータシートは公開されていないのか確認することができませんでしたが、製造元のサイト
を確認したところ下記のような情報を入手しました。

(引用)

http://www.lenzetech.com/product/277923105

OTP/FLASH は、一回しか書き込みができないチップのことです。
データシートも存在せず、チップ内のデータを改ざんする事もできないのでハッキング対象としてはあまり面白
いものではありませんでした。
この製品で遊んでいるときに幾つかしたアプローチで、Bluetooth の通信をみましたが単一接続のためリプレイ
アタックなどの攻撃が難しくかったです。
300 円である程度セキュアになっている理由、OEM(Original Equipment Manufacturing)生産で、同一のチップ
を使用した同様の製品が多数あるため一定のセキュリティ水準を気にしているのか気になります。
それでは、本題に戻りましょう。
ファームウェアをダンプするために SPI を経由してダンプする手法と JTAG を使用する方法があります。
利点はそれぞれあり、うまく使い分けることで攻撃範囲を広げることができます。

例えば、JTAG はハッキング対象になる MCU(マイクロコントローラユニット)のプロセッサーに接続するため
の cfg 設定ファイルなどを用います。
もし、cfg 設定ファイルが簡単に手に入らない場合は攻撃難易度があがってしまいますが、SPI フラッシュチッ
プからの攻撃が可能であった場合、JTAG を使用せずともファームウェアなどのファイルを抽出できる可能性が
あります。
そのため、両者の知見が必要になりますので、後章の JTAG を学んでもらう前に SPI フラッシュダンプの手法を
学んでいただき基本的なファームウェア抽出を学んでもらおうと思います。
SPI フラッシュダンプは目新しい技術ではなく、昔から存在する技術のためインターネット上に情報は多いと思
いますが、多くは電子回路などの知識がある方向けのもので電子回路初心者や電子回路の知識がない方にとって
理解しがたい箇所が多いです。
そこで、著者も SPI ダンプを実際にする中で失敗した経験とそれをどう解決していったかなども踏まえ書いてい
ければと思います。
■チップセットからデータシートを取得する
SPI からデータをダンプするためには、最初にデータシートを取得しなければなりません。
型番を Google で検索して、データシートである PDF ファイルをダウンロードするという手順でも、問題ないで
すが、型番からデータシートなどを検索できるウェブサイトがあるので、それを利用してみたいと思います。
そのためには、下記の図のように基板上の SPI チップを特定して、型番をメモします。

(図)SPI フラッシュチップの型番を調べる
MX は、Macronix 社の略称です。
なので、MXIC を抜いた「25L12835F」というキーワードで OCTOPART というサイトで検索してみましょう。
OCTOPART : http://www.octopart.com
Octopart は電子部品の最速検索エンジンで、何百もの販売代理店や卸売業者と数千のメーカーを検索します。
検索した結果、一致したチップセットが候補にでてきます。
一致した MX 25L12835F MI-10G と MX 25L12835F M2I-10G が一致しました。
今回の型番は、M21-10G なので後者である M21-10G のデータシートをダウンロードすればデータシートの取
得は成功です。

MX25L シリーズ 128Mb（128M×1 / 64M×2 / 32M×4）104MHz シリアルフラッシュ - SOP-16

(図) OCTOPART で SPI のチップを検索した画面
勿論、慣れればこのようなデータシート検索システムを使わずに Google 検索などで「[PDF]チップセット名
datasheet」などで検索して、データシートを検索してダウンロードしてもいいですが、あまり詳しくないうちは
このような検索システムを使うと良いでしょう。
関連検索システム
ChipDB
http://www.msarnoff.org/chipdb/
findchips
http://www.findchips.com/

■SPI ダンプ基礎
SPI チップからデータをダンプするソフトウェアとして、今回は２つ用います。
・flashrom
フラッシュチップの識別、読み取り、書き込み、検証、および消去のためのユーティリティで、476 個以上のフ
ラッシュ・チップ、291 個のチップセット、500 個のメインボード、79 個の PCI デバイス、17 個の USB デバイ

ス、さまざまなパラレル/シリアル・ポート・ベースのプログラマをサポートしている優秀なツールです。
https://www.flashrom.org/Flashrom
flashrom が対応しているサポートチップの一覧表は以下の通りです。
https://www.flashrom.org/Supported_hardware#Supported_chipsets
・spiflash.py(libmpsse)
「/dev/ttyS0 Embedded Device Hacking」の方が作った、C と Python を使って SPI や I2C デバイスとインタ
ーフェースするために使いやすい API を提供する libftdi の周りの Linux ラッパーライブラリです。
https://github.com/devttys0/libmpsse
これらのツールを使用して、SPI ダンプをするわけですが、基本的な流れは、下記図の通りです。

(図)spi ダンプの流れ

それでは、各フレーズについて説明をしていきたいと思います。
(1)対象の SPI フラッシュチップと flashrom のサポートチップ一覧を比較する
SPI フラッシュチップと flashrom のサポートチップ一覧表を比較するというのは、SPI ダンプを比較的簡単に行
えるかを
調べる重要な要素になります。
ここで対応していないチップの場合、flashrom などを用いた SPI ダンプは難しくなることがあります。
なので、セキュリティ診断の場合は時間やコストを考える基準になり、IoT 開発では脆弱なチップセットを使用
して開発しない目安になります。
ぜひこの一覧表をもとに情報を精査するという段階をすべきです。

余談ですが、このような情報を収集し、検索できるページなどを作成したりしました。
SPI Vulnerability Check

http://ruffnex.net/kuroringo/SPI/

(2)SPI フラッシュチップのデータシートを元に、適切に配線する
UART の配線では、RX/TX/GND を適切に接続しなければ、正常にデータ通信をすることができませんでした。
SPI のピンの配列は基本的には同じですが、一部のチップではピン配置が違うらしいので可能であればデータシ
ートを確認し配線してください
その配線方法ですが、SPI の簡単な接続例をみてみましょう。

(図)SPI の MASTER(マイクロコントローラユニットなど)と SLAVE(メモリなど)の関係
4 本の線が重要で、MASTER と SLAVE との間は 3 本の信号線
SCK(Serial Clock)
MISO(Master In Slave Out)
MOSI (Master Out Slave In)
伝送開始の同期をとるため/バス接続の信号線
SS(Slave Select)
※スレーブ動作専用の場合、これらと違うの信号名（DI,DO,CS など）が使われることがあります。

そして、データシートを元に下記のように FTDI デバイスと接続するために配置をまとめます、
先ほど説明した 4 つの線を除いた各種線ですが、3..3v はチップへの電源用で GND は基準の電位点ですね。

(図)SPI チップと FTDI デバイスを接続する際の

これを実際に FTDI とつないだ図がこれです。

(図)データシートをもとに FTDT デバイスと敗戦した図

(3)flashrom を用いてチップ内のデータをダンプする
敗戦まで無事終了すれば、もうツールを使用するだけです。
まず、flashrom・spiflash.py を実行する PC に FTDT デバイスがあるか確認します。
$ls /dev | grep USB
最後に、flashrom を実行してみましょう。
###########################################################################################

flashrom で SPI ダンプを検証
###########################################################################################
$flashrom -V -p ft2232_spi:type=232H -r firmware.bin
flashrom v0.9.9-r1954 on Linux 4.9.0-kali3-amd64 (x86_64)
flashrom is free software, get the source code at https://flashrom.org
Calibrating delay loop... OK.
Found Generic flash chip "unknown SPI chip (RDID)" (0 kB, SPI) on ft2232_spi.
===
This flash part has status NOT WORKING for operations: PROBE READ ERASE WRITE
The test status of this chip may have been updated in the latest development
version of flashrom. If you are running the latest development version,
please email a report to flashrom@flashrom.org if any of the above operations
work correctly for you with this flash chip. Please include the flashrom log
file for all operations you tested (see the man page for details), and mention
which mainboard or programmer you tested in the subject line.
Thanks for your help!
Read is not working on this chip. Aborting.
※-V は検証しているチップセットなどの情報を表示するオプションなので、今回は書面では割合してます。
###########################################################################################
SPI は認識していますが、サポート外のチップだとなってしまっていますね。
同じチップを spiflash.py でハッキングしてみましょう。
###########################################################################################
spiflash.py で SPI ダンプを検証
###########################################################################################
root@kali:~/libmpsse/src/examples# ls /dev | grep USB
ttyUSB0
root@kali:~/libmpsse/src/examples# python spiflash.py -s 5120000 -r firmware.bin
FT232H Future Technology Devices International, Ltd initialized at 15000000 hertz
Reading 5120000 bytes starting at address 0x0...saved to firmware.bin.
root@kali:~/libmpsse/src/examples# strings firmware.bin
GM8136
U-BOOT KERNEL 0123456789abcdef0123456789ABCDEF・・・
###########################################################################################
flashrom の場合は、ダンプ対象のチップセットを「-c "MX25L1605A/MX25L1606E"」オプションなどを指定す
ることでダンプできたかもしれませんが、spiflash.py でテストしたところ簡単にファームウェアを抽出すること
ができました。

■うまく SPI ダンプができない場合

読者の方で、flashrom の対応表にあるチップセットに対してデータシート通りに配線していても、SPI ダンプが
上手くいかない方がいると思います。
おそらく
###########################################################################################
flashrom で SPI ダンプの失敗 A
##########################################################################################
flashrom -V -p ft2232_spi:type=232H -r firmware.bin
flashrom v0.9.9-r1954 on Linux 4.9.0-kali3-amd64 (x86_64)
flashrom is free software, get the source code at https://flashrom.org
flashrom was built with libpci 3.5.2, GCC 6.3.0 20170221, little endian
Command line (5 args): flashrom -V -p ft2232_spi:type=232H -r firmware.bin
Calibrating delay loop... OS timer resolution is 1 usecs, 2690M loops per second, 10 myus = 9 us, 100 myus = 100
us, 1000 myus = 939 us, 10000 myus = 10560 us, 4 myus = 5 us, OK.
Initializing ft2232_spi programmer
Using device type FTDI FT232H channel A.
Unable to open FTDI device: -3 (device not found).
Error: Programmer initialization failed.
##########################################################################################
それか、取得できたデータが以下のような意味がまったくないデータである場合があります。
###########################################################################################
flashrom で SPI ダンプの失敗
##########################################################################################
$cat firmware.bin | xxd | head -30
00000000: 001f 0000 0000 0000 0000 0001 f000 0000 ................
00000010: 0000 0000 0000 0000 0000 0100 1000 0000 ................
00000020: 0000 020f 803f 007c 0000 0000 ffc0 0000 .....?.|........
00000030: 0000 0000 0000 007f ffff ffff ffff ffff ................
00000040: ffff ffff ffff ffff ffff fff0 003f 007c .............?.|
00000050: 1f00 3e0f 003f 0000 0000 0000 0000 f000 ..>..?..........
00000060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 ................
00000070: 0000 0000 003f 007c 1f00 000f 0000 0000 .....?.|........
00000080: 0000 0000 0001 f000 0000 0000 0000 0000 ................
00000090: 0000 0000 0000 0000 0000 080f 0001 f07c ...............|
000000a0: 1f00 001f 07ff ffff ffff ffff fffe 0fff ................
000000b0: ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ................
##########################################################################################
一部のエンジニアたちは、flashrom のバグのせいとかラズベリーパイでないと上手くいかないといいます。

私は、今回推奨している VMware 環境で、両者のエラーを 1 つのソフトウェアを削除することで解決できまし
た。
カーネル尾エラーメッセージを見ましょう。
##########################################################################################
$dmesg
[ 807.031745] usb 2-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[ 910.481228] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[ 910.481240] ftdi_sio 2-1:1.0: device disconnected
[ 1046.618576] usb 2-1: USB disconnect, device number 4
[ 1048.322521] usb 2-1: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
[ 1048.663087] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6014
[ 1048.663089] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1048.663090] usb 2-1: Product: Single RS232-HS
[ 1048.663091] usb 2-1: Manufacturer: FTDI
[ 1048.668047] ftdi_sio 2-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[ 1048.668155] usb 2-1: Detected FT232H
[ 1048.670907] usb 2-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[ 1127.137125] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[ 1127.137145] ftdi_sio 2-1:1.0: device disconnected
##########################################################################################
太字強調したところをみてください、FTDI が認識はされていますが、disconnect されて上手く
動作していないことがわかります。
エラーメッセージから調べたところ、
「brltty」というソフトウェアがきっかけで FTDI が上手く接続できていな
かったようです。
BRLTTY は、ブライユ点字ディスプレイを用いて視覚障がい者にテキストモードの Linux のコンソールへのア
クセスを提供するデーモンです。これはブライユ点字ディスプレイを動かし、完全なスクリーン表示機能を提供
します。スピーチ機能もいくらか統合されています。
私は、必要でなかったので brltty を削除することにしました。
$sudo apt-get remove brltty
再起動して、flashrom を再度試したところ FTDI が認識されました。
もし、同じような現象になった場合試してみてください。

■SPI ダンプ IP カメラ編
では、実際に SPI のダンプをしていきたいと思います。
今回は、
「IP カメラ名」のカメラのファームウェアをダンプしたいと思います。
SPI のダンプの流れをおさらいしましょう。

(図)SPI のダンプの流れを簡易的にした図
機器のチップセット名を調べデータシートを取得する際に、flashrom のｓ；あぽーと一覧表にチップセット名が
あるか確認することが大切でしたね。
賛否両論はあると思いますが、慣れないうちは一種の指標として使用していきましょう。
調べたところ「MX25L12835F」というチップセットが使用されていました。
これを flashrom のサポートサイトで調べたところ、サポートされていることを確認できました。

引用: https://www.flashrom.org/Supported_hardware#Supported_chipsets
サポートされていることを確認できたところで、
「MX25L12835F」のデータシートを取得してピンの配列を確認

しましょう。
データシートは「MX25L12835F datasheet」などで検索すればデータシートの PDF ファイルが検索にでると覆
うので、調べてみてください。
今回の場合は、下記のデータシートが該当チップセットの物になります。
http://www.macronix.com/Lists/Datasheet/Attachments/6228/MX25L12835F,%203V,%20128Mb,%20v1.6.pdf
データシートには下記のようにピン配置が記述されています。今回のチップセットのピン配列はは、8 ピンなの
で一番上の「8-PIN SOP(200mil)」になります。

(図) MX25L12835F シリーズのピン配列
各ピンを綺麗に接続するために、EEPROM 用テストクリップを用いると簡単にチップセットと配線することが
できます。
これを用いることで、回路板にはんだ付けされ
ている 8 ピンのチップセット(sop8 チップ)の
プログラミングなどに使用することができま
す。
例えば、ハードウェアハッキングでは一般的に
チップセットを取り外し他の回路との接触を
回避することを推奨されています。
勿論、そうすることが一番望ましい手法ですが、
ヒートガンでチップを基板から取り外したり
と難易度が高くなってしまうので、今回はこち
らのテストクリップを使用して SPI との通信
を行いフラッシュダンプを行いたいと思いま
す。
画像: https://www.amazon.co.jp/gp/product/B012VSGQ0Q

それでは、テストクリップとチップセットをつなぐ例をみてみましょう。
テストクリップの付属の基板に 1 番から 8 番(8 ピン用テストクリップの場合)の数字が書かれています。
なので、1 番から 8 番をデータシートのピン配列と同じ番号に合わせて接続します。
指標として、チップセットに丸いへこみがあり、データシートにも丸い点が記述されています。
丸の位置を合わせて確認することでピンの配線ミスを無くすことができます。

(図)テストクリップとチップをつなぐ
理由として、SPI フラッシュチップの接続が１ついえる。
基板本体から電源を入れている場合、他のチップが SPI にアクセスしており、ダンプツールが上手く接続できな
い場合があります。
前に「brltty」が悪さをしていたというお話をしましたが、それ以外にも幾つか見直す必要があります。
例えば、電源供給などは電子回路に詳しくないエンジニアがハードウェアハッキングに手を出すと良く失敗して
しまいます。
例えば、以下のような接続はあまり良くありません。

(図)SPI の良い接続と悪い接続

なので、以下のように、AC から電源を供給している場合は、少し工夫をしなければなりません。

(図)フラッシュダンプをする際の電源供給のダメな例
それでは、いくつか解決方法を提示して考えていきましょう。
1: 「4 ピン(SCK/MOSI/MISO/CS)」を切り離す
2: 「電源供給を SPI チップのみにする。(機器の電源を落とす)」
１は、テストクリップで 4 ピンのみ配線すると事を意味は変わらないと思うので、わざわざ基板からピンをお
外すという行為をしなくてもテストクリップがあれば解決できそうです。
２も、同様に電源供給用のピンを配線しなければ良いだけなのでテストクリップで問題は無さそうです。
ハードウェアハッキングの入門であればテストクリップで試してみて、エラーが続くようであれば基板からチ
ップを取り外すという工程を踏むほうが無難だと思われます。(特に、電子回路からチップを取り外すまでに電
子回路の流れを読むなどして実際に取り外さなければダンプできないか?など考えてみても勉強になると思われ
ます。)

それでは、実際に接続してみましょう。
テストクリップを使用して接続しました。接続後は「ls /dev | grep USB」か「lsusb」などで認識されているかを
確認し、認識されていればダンプソフトウェアでダンプを行いましょう。

(図)spi の接続とフラッシュダンプの実行
その後、
「binwalk」などで抽出したファイルを展開することでブラックボックスでしか脆弱性を探せなかった機
器がもう少し脆弱性を探しやすい機器にかわります。
少し簡単に binwalk でファイルの分析をして、デコンパイルするまでの流れを学習してみましょう。

(図)binwalk でファイルの抽出
binwalk の eM オプションは、再帰的にファイルの抽出 を行ってくれます。
ここから抽出できた１つの ELF ファイル(sample.elf)を私のウェブサイトにおいてみます。
sample.elf ダウンロード先
http://ruffnex.net/kuroringo/kuroringo/IoTHacking/bin/sample.elf
有償のデコンパイラを使用している方が大多数ではないと思うので、今回はオンラインでデコンパイルしてくれ
るサービスで実際に抽出したファイルをデコンパイルし、C 言語のソースコードの変換したいと思います。
使用するサービスは、
「Try Decompilation! - Retargetable Decompiler」というサービスです。

https://retdec.com/decompilation/
このオンラインでコンパイラーが対応しているフォーマットは「ELF, PE, COFF, AR (archive), Intel HEX」のみ
で、32 ビットアーキテクチャで「Intel x86, ARM, ARM+Thumb, MIPS, PIC32, PowerPC」のみをサポートして
います。
今からデコンパイルする elf ファイルを file コマンドで確認してみましょう。
# file sample.elf
sample.elf: ELF 32-bit MSB relocatable, MIPS, MIPS32 rel2 version 1 (SYSV), not stripped

file コマンドの結果サポートされているはずである、32 ビット elf バイナリなので問題ないと思われます。
それでは、先ほどダウンロードした sample.elf を「Input File」で指定して、「Decompile!」を押してください。
いくつか進捗バーが動いた結果、無事にデコンパイルできれば、以下のような画面が現れると思います。

(図)デコンパイル処理がすべて正常に終了した
上記画面の下に Results 欄があると思うので、その欄にある Decompiled code メニューの Show を選択してみま
しょう。
下記の画面のように、アセンブラ言語のコードと C 言語のコードが得られると思います。
バイナリ解析の補助として使うには十分な機能だと思われます。注意点としては、オンライン上にファイルをア
ップロードしているため機密性があるファイルのアップロードはできないということです。

(図)C 言語のソースコードに変換された結果
また、このシステムは無償で使用できますが容量が大きいファイルをアップロードした際に分析時間を 5 分超え
てしまうとエラーになってしまいます。上手く活用していきましょう。
■SPI ダンプ DRAM 経由の SPI ダンプ
先ほど、8 ピンの SPI からファームウェアをダンプしてみました。
その時に、電源の供給を SPI のピンのみにした理由は、他のコンポーネントが SPI へのダンプ通信を遮断してし
まうからということでした。
では、このような構成の IoT 機器の SPI をダンプしようと思ったらどうすればいいでしょうか?
SPI に対して電源を供給するだけで良いでしょうか?

(図)基板上の DRAM と SPI
SPI は、25P64V6P という ST 社が出している 64M ビットのフラッシュメモリです。

引用 : http://pdf2.datasheet.su/stmicroelectronics/m25p64-vmf6p.pdf
そして、ファームウェアなどが格納されていると思われてる DRAM ですが、128Mb シンクロナス DRAM です。

引用 : file:///C:/Users/murashima/Downloads/HY57V281620F(L_S)T(P)_Series(Rev.1.2)%20(1).pdf
前回と同様の手法で、SPI チップをクリップで挟んで電源供給をしたところ、うまくチップが認識されませんで
した。
###########################################################################################
root@kali:~/libmpsse/src/examples/_firmware.bin-0.extracted#

flashrom

-p

ft2232_spi:type=232H

-r

firmware.bin
flashrom v0.9.9-r1954 on Linux 4.9.0-kali3-amd64 (x86_64)
flashrom is free software, get the source code at https://flashrom.org
Calibrating delay loop... OK.
Unable to open FTDI device: -3 (device not found).
Error: Programmer initialization failed.
###########################################################################################
もし、SPI のダンプができていない状況であれば色々な要因が考えられますが、チップに対して電源の供給が上
手く行えていないのではないかと思いました。
flashrom でダンプできるかは、おいておいて「SPI フラッシュチップ」と認識されていれば、「unkown SPI
chio(RAID)」とエラーが表示されるからです。
これで、SPI と通信できていることが明確になり、あとは spiflash.py でデータをダンプしていけばいいのです。

(図)flashrom にエラー
筆者は、接続方法を変え配線の必須項目である「CS/MOSI/MISO/SCK/GND」を配線し、本体側から電源供給
を行いました。
すると、チップセットが上手く読み込まれ「flashrom で unknown SPI chip」という表示が出ました。
SPI チップであることは認識されたようなので、前回同様に spiflash.py でデータをダンプしました。
結果として、SPI 経由でデータをダンプすることに成功しました。

(図)AC からの電源供給でも SPI のダンプに成功した
今回の SPI ダンプからわかったことは、基本的に「他のコンポーネントが、SPI の通信を遮断する可能性が高い
ので、SPI ダンプ時に IoT 機器本体に電源供給しない」ことが望ましく、ケースバイケース且つ不安定であるが
「機器本体から電源供給していても、タイミングや機器によっては SPI ダンプに成功する」ということです。

