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■はじめに 

「IoT」というワードがでてから、組み込みシステムのセキュリティは大変注目されだしました。 

しかし、実際には危険性の提示のみでどのようなリスクがあり、攻撃者はどのような攻撃経路で攻撃してくるの

かなどの情報はあまり表に出てきません。 

皆さんは、掃除機や洗濯機を買うときに何を基準にして買いますか? 

「口コミ」・「価格」・「機能」・「メーカーブランド」・「国内製造」などなどあると思います。 

これらに主軸をおいても、一種の目安として「人気・売れ筋ランキング」は見ないでしょうか? 

例えば、楽天などのショッピングサイトでネットワークカメラの売れ筋をみてみると以下のようなランキングな

っていました。 

 

 

引用: https://ranking.rakuten.co.jp/daily/403512/(2017 年 9月のランキング) 

 

毎日たくさんの脆弱性情報が公開されている中で、これらの機器たちは本当に安全なのでしょうか? 

脆弱性などが報告されてから脆弱性修正パッチやファームウェアのアップデートが行われるまでどれぐらいの

間があるのでしょうか? 

そんな疑問を皆さんはいだいたことが無いでしょうか? 

そんな疑問を抱いたころ筆者は幾つかの IoT機器を購入し、結果としていくつか面白い結果がわかりました。 

中国の IoT 機器に良く見られる傾向で、OEM と呼ばれる違うメーカーが作成した機器に違う会社のブランドロ

ゴを入れて販売する方法が多かったのです。 

こういう販売をしていると脆弱性修正責任はどこにあるのか、見つけることが難しくなります。 

それでは、詳細に見ていきましょう。 

 



■製造と販売 

皆さんは中国の電化製品を使ったことがあるでしょうか? 

ついつい、安いという理由でメーカーブランド製の製品でなくノーブランドの製品を買いがちです。 

私がいくつかの機器をハッキングした感想なのですが、「日本の組込み機器製造・販売」と「中国の組込み機器製

造・販売」ではかなりの違いがあります。。 

少し普段 Amazon で買い物をしてる際によく見るページですが、見てみましょう。 

 

(図)amazon で売られている体重計 

 

スマートフォンと Bluetooth で体重などのデータを連携して管理してくれる体重計ですね。 

この値段でここまでの機能がある体重計は珍しく Amazon レビューの評価も高いですね。 

Bluetooth のハッキングにはまっていたころに、この製品を購入しテストしましたが、リプレイアタック(スマー

トフォンが IoT に向けて送信したパケットを再送する攻撃)の脆弱性が無く、ペアリングも単一接続になって

BLE の通信はセキュアであった記憶があります。 

では、なぜこの製品単価である程度のセキュリティを担保できているのか気になります。 

中国製品で良く言われるのは「安かろう悪かろう」という言葉です。実際に粗悪な製品があることは否定駅ませ

んが、製品販売の手法が少し特殊なところに私は注目したいと思います。 

 

(図)ソリューションレベルでの販売 



 

中国の IoT 開発会社は、「BtoC （Business to Consumer:企業が個人に対して商品・サービスを提供する取引を

指す)」のみでなく、ソリューションレベルでの B to B( Business-to-business）を行い、メーカーと卸売間などの

企業の間での商取引を行っています。 

中国製品を日本で卸している例は良くあります。 

例えば、以下の製品は外側などが少し違うだけで電子基板は BroadLink 社の製品基盤を使用しています。 

 

 

(図)同一製品で販売しているメーカーが違う例 

 

面白いことにオリジナルメーカーの商品は 2000 円程度に対してブランドロドを変えた製品のほうは 7000 円と

倍以上の値段をします 

どのような契約になっているかわかりませんが、日本の会社が中国メーカーの製品を OEM 販売(他社ブランド

の製品を製造すること、またはその企業)して製品を卸していることが近年多くなりました。 

このような製造・販売を行っていると、メーカーX が製造したOEM 製品を他メーカーが「OEM製品 A」「製品

B」として販売した場合に、製品 A に脆弱性があったら製品 B にも同一の脆弱性があることになります。 

 

 

(図)メーカーが同一のOEM 製品の場合の問題点 

 

このときメーカーXが明確にわかればいいですが、メーカーXがわからない場合に脆弱性の修正対応をするメー

カーがわからないという事態になります。 



筆者は良く OEM 製品の製造元を「親」という呼びます。そしてOEM 製品を買い卸売りする会社を「子」と呼

びます。 

Mirai ボットネットは IoT セキュリティの話題を加速させた有名な IoT マルウェアです。 

Mira は Linux で動作するコンピュータを、大規模なネットワーク攻撃の一部に利用可能な、遠隔操作できるボ

ットにするマルウェアです。ネットワークカメラや家庭用ルーターといった家庭内のオンライン機器を主要ター

ゲットとしています。 

それと似たマルウェアで PERSIRAI という既にインターネット上でソースコードが公開されている「MIRAI」か

ら派生したマルウェアとして出現しました 

 

引用: http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2017/JVNDB-2017-002241.html 

 

PERSIRAI では、「CVE-2017-5674」が使用されており上記の JVN情報にある通り設定ファイルが公開される脆

弱性などが用いられているとされています。 

この脆弱性を検証して実際に、どのような設定ファイルが公開されるか確認してみましょう 

 

 

■ネットワークカメラのハッキング 

皆さんが使用しているスマートフォンやノートパソコンのアップデートはしていますか? 

ご家庭で使用している、ホームルーターやネットワークカメラはどうでしょう? 

そもそも、使用している機器には、ちゃんと脆弱性が修正されるアップデートファイルが提供されているのでし

ょうか? 

今回ハッキングの対象とするカメラは、Vstarcamの C7823WIP というモデルです。 

「CVE-2017-5674」の脆弱性があるネットワークカメラになります。 

 

 

 

 

 



 

(図)無印ラベルの製品に企業ロゴを入れて販売している例 

 

先ほど紹介した「Foscam などのホワイトラベルの  IP カメラモデルで使用されるカスタムビルドされた 

GoAhead Web サーバにおける設定ファイルを公開される脆弱性」は修正されているのでしょうか? 

少し調べてみましょう。 

 

########################################################################################### 

CVE-2017-5674 

http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5674 

########################################################################################### 

A vulnerability in a custom-built GoAhead web server used on Foscam, Vstarcam, and multiple white-label IP 

camera models allows an attacker to craft a malformed HTTP ("GET system.ini HTTP/1.1\n\n" - note the lack of 

"/" in the path field of the request) request that will disclose the configuration file with the login password. 

 

Foscam、Vstarcam、および複数のホワイトラベル IP カメラモデルで使用されるカスタムビルド GoAhead Web

サーバーの脆弱性により、攻撃者は不正な形式のHTTP（ GET system.ini HTTP / 1.1 \ n \ n）リクエストを送

信することで、ログイン・パスワードを含んだ設定ファイルを取得することができます。 

########################################################################################### 

 

ユーザー向けのマニュアルを確認したところ、このネットワークカメラがウェブ管理画面をもっていることにつ

いて記述されていませんでした。 

脆弱性を検証するために、nmap と呼ばれるセキュリティスキャナを使いましょう。nmaoは、ポートスキャン機

能だけでなく、OS やバージョンの検出機能、サービスおよびそのバージョンの検出機能など、多くの機能を兼

ね備えています。 

 

########################################################################################### 



$sudo apt-get -y install nmap 

・・(省略) 

$nmap -p- ネットワークカメラの IP アドレス 

Unable to start npcap service: ShellExecute returned 5. 

Resorting to unprivileged (non-administrator) mode. 

 

Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2017-10-19 14:27 ???? (?W?�??) 

Nmap scan report for localhost (127.0.0.1) 

Host is up. 

9600/tcp open micromuse-ncpw 

10080/tcp open unknown(RTSP) 

10554/tcp open unknown(ONVIF) 

40202/tcp open unknown(HTTP) 

 

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.37 seconds 

########################################################################################### 

 

nm ap はデフォルトでは、スキャンされるポートが限られていますが、「-p-」というオプションｗの使用するこ

とで、すべてのポートをスキャンすることができるようになります。 

もし、詳細なバージョン情報をなどが知りたい場合は「-A」オプションがおすすめです。 

それでは、スキャン結果を見ていきましょう。 

 

10080/TCP 

Real Time Streaming Protocol（リアルタイム・ストリーミング・プロトコル 以下:RTSP)と呼ばれている、 IETF 

において標準化されたリアルタイム性のあるデータの配布 (ストリーミング) を制御するためのプロトコルで

あり、ストリーミングデータ自体の配信を行うためのプロトコルではない。 

ネットワークカメラの画像などは、このポート経由で配信するようです。 

 

10554/TCP 

ONVIF（オーエヌブイアイエフ 以下:ONVIF）は、アクシス、ボッシュ、ソニーが立ち上げたネットワークカメ

ラ製品のインターフェースの規格標準化フォーラムである。 

ネットワークカメラの機能をWeb サービスとして公開するのが特徴で、クライアントはカメラからWSDLを取

得してそのカメラが持つ機能の利用方法を動的に入手します。 

カメラの動的な発見、カメラ情報の設定および取得、カメラの光学制御および PTZ (Pan, Tilt, Zoom) 制御、イ

ベントハンドリング、Video Analytics, ストリーミング、セキュリティといったネットワークカメラの利用に必

要な一通りのインターフェイスを定義しています。 

 

40202/TCP(ランダムポート) 

クライアントであるウェブブラウザの URL にて指示された、Web サーバ内に存在する HTML ドキュメントの

各種情報を、クライアントから接続された HTTP に則った TCP/IP ソケットストリーム（HTTP コネクション

と呼ぶ）に送信する。多くの場合、クライアントのウェブブラウザとの間に複数のコネクションを張り、HTML

ドキュメントとその配下の個々の情報ファイル（画像ファイル情報など）を並列して送り、処理時間を短縮して



サービスを提供しています。 

 

「40202/TCP」にお目当ての管理画面がありそうです。ウェブブラウザでアクセスしてみましょう。 

アクセス時にユーザー名とパスワードが求められましたが、説明書にて「スマートフォンアプリケーションに入

力してください」として記述されていた、ユーザー名とパスワードを入力することでログインすることができま

した。 

 

 

(図)ネットワークカメラの管理画面 

 

先ほど話していた、「CVE-2017-5674」の情報によれば、この管理画面にログインするためのユーザー名とパス

ワードが細工した GET リクエストを送信するだけで取得できるそうなので、検証してみましょう。 

system.ini というネットワークカメラの設定ファイルが漏洩する CVE-2017-5674 の情報によれば、一般的にウ

ェブサイトに対して「GET /system.ini」というアクセスをするところを、/を消した「GET system.ini」という

リクエストを送信するだけでカスタムビルドされた GoAhead Web サーバーの脆弱性により、資格情報(ユーザ

ー名やパスワード文字列)が平文で記述された設定ファイルが漏洩すると発表されています。 

本当にそこまで簡単なのでしょうか、これを検証するためには簡単に２つの方法が考えられます。 

 

・Brup などのウェブプロキシツールでリクエストを改ざんして送信する 

・telnet で不正な GET リクエストを送信する 

 

今回は、後者である teletを使用します。telnetとは、IP ネットワークにおいて、遠隔地（リモート）にあるサー

バを端末から操作できるようにする仮想端末ソフトウェア、またはそれを可能にするプロトコルのことを指しま

す。よく似たコマンドで、netcat コマンドを利用している方も多いと思われます。 

Netcat とは、TCP や UDP のパケットを読み書きするバックエンドとして機能するツールで、ネットワークを

扱う万能ツールとして知られています。 

それでは、実際にネットワークカメラに対して不正な GET リクエストを送信して設定ファイルが漏洩するか確

認していきたいと思います。 



 

 

(図)認証に必要な資格情報を取得した画面 

 

設定ファイルが漏洩したことを確認できました。 

この設定ファイルには、一番権限が強い管理者アカウントも含まれています。 

この管理者アカウントを利用してログインしてみましょう。ログインし、「Sign in」を押すとネットワークカメ

ラの映像が表示されていることを確認できました。 

 

 



(図)ログイン後にネットワークカメラの映像の取得に成功 

 

ここまでログインすることができれば、勝手にネットワークカメラの設置を変更することもできますが、このカ

メラにはもう 1 つ興味深い脆弱性が公開されています。 

それは、「OSコマンドインジェクション」で、この攻撃は、ユーザーからのデータの入力や操作を受け付けるよ

うな機能で、プログラムに送信するパラメータに OS の命令文（コマンド）を紛れ込ませることで、不正に OS

コマンドが実行できる攻撃です。 

要約すると、現在ネットワークカメラの管理画面で可能なことは管理者権限を奪取したので完全に掌握しました

が、この脆弱性を悪用することでネットワークカメラ本体を完全に掌握することができるようになります。 

OSコマンドインジェクションの脆弱性は、FTPの設定機能で送信する GETリクエストの pwdパラメータに存

在します。 

攻撃リクエストは、以下の通りで pwdパラメータに「$(telnetd -p23 -l/bin/sh)」という telnet を 23番ポートで

立ち上げる命令を仕込んでネットワークカメラに送信しています。 

 

(1)一回目に送信するリクエスト 

http: //IP カメラ/set_ftp.cgi?next_url=ftp.htm&loginuse=admin&loginpas=admin&svr=192.168.1.1& 

port=21&user=ftp&pwd=$(telnetd -p23 -l/bin/sh)&dir=/&mode=PORT&upload_interval=0 

 

(1)二回目に送信するリクエスト 

http: //IP カメラ/ftptest.cgi?next_url=test_ftp.htm&loginuse=admin&loginpas=admin 

 

読者の方で、「なぜ、2回目のリクエストが必要なのか?」と疑問を抱いた方でおられると思います。 

その理由を少し、図解していきましょう。 

 

 

(図)第二リクエストを送信する理由 

 

最初に、GETリクエストで ftp の設定情報に紛らせてOSコマンドを送信しました。一般的なOSコマンドイン

ジェクションであれば、ここでコマンドが実行されるのですが、今回のOS コマンドインジェクションは、そこ

では発火しません。 

発火させるためんは、ネットワークカメラに蓄積させた OS コマンドを実行する必要があります。 

要するに、今回の OS コマンドインジェクションの脆弱性は、1 回目に OS コマンドを送信したリクエスト先で

なく、2回目に送信するリクエスト先にあったのです。 



このような脆弱性はブラックボックスで見つけることは難しくなります。 

そのため、これから学んでいくハードウェアハッキングを併用してファームウェアなどを抽出してハッキングの

補助をしていくことが大変重要です。 

最後に、このような「ホワイトラベル」と呼ばれる OEM 製品をハッキングすると攻撃者は攻撃を横展開するこ

とが可能になることを説明し、この章を終了したいと思います。 

簡単にいえば、同列のホワイトラベルなネットワークカメラを探して exploit コードが流用できるか確認するの

です。 

 

(図)１つの IPカメラから同一のプログラムを持つカメラも攻撃可能 

 

同列のプログラムである基準としては、「管理画面が同じ」ということや「API 名が同じ」などがあります。 

FOSCAM というメーカーを例に出しますが、API の一覧が公開されています。 

 

(図)ネットワークカメラに利用されている API 一覧表 

 

同一の管理プログラムをもつ機器が増えて、脆弱性の修正などができない上記になれば Miraiボットネットなど

の脅威が高まります。 



IoTを開発するメーカーだけでなく、ユーザーのセキュリティに関するリテラシーが向上しなければ、このよう

な問題は解消されません。 

ここまで読んだ読者であれば、消費者が日本製品だとおもって購入した製品が実は中国メーカーの製品だったと

いうことは簡単に予想できると思います。 

ユーザーが「値段」ではなく「メーカー」で選び、私たちは、メーカーにたいしてセキュリティ対応に関する適

切な評価をするべきです。 

例えば、国産メーカーでも脆弱性修正をしない、または疎かにしているメーカーは存在します。 

セキュリティは勿論のことですが、「品質」という面で指標となる評価があればいいのでは、ないでしょうか。 

 

 


