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はじめに

バイナリには，不思議な魅力があります．

それは本来，0か1かという数値の単なる羅列です．しかしそれがデータと
しての意味を持ったときに，様々な刺激を我々に与えてくれます．

そしてバイナリを読むことは，楽しいものです．

読むということは，見ることとは違います．そこには解析や追跡といった
実務的な内容だけでなく，推測や予測，勘やひらめきなどといった様々な要
素が含まれています．刺激が興味を生み，読むことが習慣となれば，いずれ
それは楽しみとなるでしょう．「バイナリアン」はバイナリ解析にそのような
楽しみを見出すことができる人を指す言葉のように思います．

バイナリを読んで楽しむためには，まずはバイナリで遊んでみましょう．

本書はバイナリで遊びバイナリを楽しむことの提案として執筆しました．
書中では筆者陣が考案したバイナリ遊びについて，遊びかたやそのためのツ
ール開発，攻略法など様々に解説しています．本書で提案しているバイナリ
遊びはあくまで一案ですので，実際には読者の方々が様々にアレンジして実
施するといいでしょう．

「遊ぶこと」には，読むことのさらに先の楽しみがあるように思います．

そして遊びからは，人との繋がりが生まれます．読むことを楽しみ，遊ぶ
ことで人との繋がりができるならば，そこには楽しみを越えた感動があるか
もしれません．バイナリから感動を作り出せるようになれば，それはバイナ
リアンを超えた「バイナリスト」とでも言うことができるでしょうか．

では，魅惑のバイナリの世界に一歩踏み出してみましょうか！

セキュリティ関連のコンテストである「SECCON」（http://2013.seccon.jp/）での，バイ
ナリかるた（本書2章参照）の実施風景．SECCONでは本書中で紹介している他競技も含
め，オリジナリティ溢れる様々な競技が行われている（写真は2013年度北陸大会のもの）．

はじめに
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1.1 まずはバイナリに慣れよう
まずは入門としてバイナリに慣れよう．ひとまず16進数が，普通に読める

ようになりたいところだ．

重要なことは16進数の値に対して，だいたいの大きさの感覚を持つことだ．
つまり，数字に対する感覚だ．

その前に，まずは「2進数」「16進数」といったものがわかるだろうか？

1.1.1 2進数と16進数

我々が数値を数えるときは，「1, 2, 3,...」のようにしてカウントしていく．ゼ
ロから数えると，「0123456789」という10種類の文字を使って数値を表現
する．つまりこれが10進法だ．「9」の次は繰り上がりとなり，1と0を組み
合わせて2文字にして「10」という値を表現する．10の桁が「1」，1の桁が
「0」というわけだ．

例えば8種類の文字のみを用いた「8進法」という数えかたもある．これは
「01234567」の8種類の文字のみを使うわけだ．この場合，「7」の次は繰り
上がって「10」となる．8進数での「10」は，10進数では「8」を表すこと
になる．そしてn進数に対する「n」のことを「基数」と呼ぶ．例えば8進数
では基数は8だし，8進数から10進数への変換は「基数の変換」と呼ぶ．

これを2文字のみにしたのが2進法だ．2進法では「1」の次はいきなり繰
り上がって「10」，その次は「11」，そしてその次はまたすぐに繰り上がって
「100」となる．2文字のみなので，2回に1回は繰り上がりが発生してしまい
あわただしい数えかただ．

一方，2進法は「駒の有無」や「腕の上げ下げ」といった2値の状態で数値
を表現したい場合には非常に都合がよく，コンピュータの内部も「電圧の高
低」という2値で制御されているため，その状態は2進数の値として表現で
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きるわけだ．

2進法はとにかく繰り上がりが多く，桁数が多くなってしまうことが欠点
だ．このため大きな値を表記することには向いていない．そこで一般には16

進法が利用されることが多い．2進数の4桁は16進数の1桁としてひとまと
めにして表現できるため，表記する上での効率がよい．

16進数を表現するためには「0～9」の10文字に加えて，さらに6文字が
必要だ．そこで一般には「ＡＢＣＤＥＦ」のアルファベットが使われる．な
お「ａｂｃｄｅｆ」のように小文字で表記する場合もあるが，これは好みだ．

つまり16進数では「9」の次は「A」であり，そのまま「B」「C」「D」「E」
「F」と数えたら，次は繰り上がって「10」ということになる．まずは表1.1
の変換表を見てみてほしい．16進数での「F」は10進数では「15」であり，2

進数では「1111」になる．また16進数での「10」は10進数では「16」であ
り，2進数では「10000」になる．

なお本書では，16進数であることを明示したい場合には「0xABCD」のよ
うにして，「0x」をつけて表記することにする．これはＣ言語における16進
数表記にならっている．他にも「ABCDh」のように「h」をつける表記もあ
る．これは「hex」の頭文字だ．

表1.1：基数の変換表

10進数 ２進数 16進数 10進数 ２進数 16進数

0 0 0 9 1001 9

1 1 1 10 1010 A

2 10 2 11 1011 B

3 11 3 12 1100 C

4 100 4 13 1101 D

5 101 5 14 1110 E

6 110 6 15 1111 F

7 111 7 16 10000 10

8 1000 8 　17 10001 11 
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コンピュータは電圧の高低で状態を表すのでその数値の表現方法は本質的
には2進法であり，値の表現の最小単位は2進数での1桁，つまり「0」か「1」
になる．これを「1ビット」と呼ぶ．1ビットで表現できる値は「0」か「1」
の2通り，というわけだ．

そして先述したように，2進数の4桁は16進数の1桁に対応するため，2進
数と16進数は相性がよい．5進数と10進数は相性がよいと言ったらなんとな
く納得できるだろう．それと同じような感じで，2進数と16進数は相性がよい．

2進数の「1111」は16進数では「F」だ．ということは2進数の「11110000」
は16進数では「F0」だし，2進数の「111100001111」は16進数では「F0F」
のようになる．変換の際には，2進数を4桁ずつ，そのまま対応する16進数
の1桁に変換していけばよいわけだ．

8ビットならば，2進数の8桁で「00000000」～「11111111」までの値を
表現できる．これをひとまとまりとして「1バイト」と呼ぶ．8ビットで1バ
イトというわけだ．これは16進数にすると「00」～「FF」となる．つまり16

進数では，1バイトで0x00～0xFFの値が表現できるというわけだ．コンピュ
ータの最小単位は1ビットだがこれは桁数が多くなるため，バイナリダンプ
（バイナリの内容を書き出したファイル）などでは1バイトを最小単位として
表現する場合が多い．

さらに1024バイトで「1キロバイト」，1024キロバイトで「1メガバイト」，
1024メガバイトで「1ギガバイト」であり，これは1KB，1MB，1GBと表記さ
れる．現在のコンピュータの多くは32ビットであり，つまり32ビットが基本
単位になっている．32ビットは4バイトであり，0x00000000～0xFFFFFFFF

の値が表現できる．これは4GBの範囲を表現できることになる．

実は1000バイトを1キロバイトと呼ぶ場合もあり（というより正式な単位
系としてはこちらが正しいだろう），区別したい場合には1000バイトのほう
は「1kB」のように小文字，1024バイトのほうは「1KB」のように大文字で
表現したりするのだが，あまり厳密に区別されていなかったりもするようだ．
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11.1.2 16進数に慣れよう

我々は「100円」や「3000円」「1万円」などと言われたとき，その金額の
大きさは「缶ジュース1本分」「ちょっとしたおこづかい」「ちょっとまとま
ったお金」などと，だいたい見当がつく．

これは「金額」というものが普段から触れている数字のため，数字に対す
る感覚があるからだ．もしも千円のものが3割引きと言われて，計算間違い
で「7万円です」と言われたら，誰だってギョッとするだろう．そういう，数
字に対する感覚が大切だ．

これと同じことは，2進数や16進数に対しても言えるだろう．例えば
「0x4000」という値を見たとき，どれくらいの大きさなのか見当をつけるこ
とができるだろうか．

そのためには，まずはおおまかなだいたいの値を覚えておこう．例えば表
1.2は，16進数の値に対応するバイトサイズをまとめたものだ．

表1.2：16進数と対応するサイズ

16進数表記 サイズ 筆者の覚えかた
0x100 256バイト char型の範囲

0x1000 4KB 12ビットで4096色（昔のパソコンの色数）もしくは
仮想メモリのページサイズ

0x10000 64KB 16ビットで64KB（昔のパソコンの最大メモリサイズ）

0x100000 1MB フロッピーディスク１枚分

0x10000000 256MB 4GBの４分の１のさらに４分の１

0xFFFFFFFF 4GB 整数の最大サイズ

このように大まかな値だけまずは覚えておこう．あとはたとえば
「0x2345678」という数があったとしても，「16MBの桁が2で1MBの桁が3に
なっているから，35MBとちょいくらいの値だな」と見当がつく．正確な値
は暗算でわかる必要はないが，まずはこのような数値に対する感覚が大切だ．

10進数では「5」というと「半分」という意味合いになるが，それに相当
する値は16進数では「8」だ．なので例えば「0x80000」とあれば0x100000
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の半分，つまり1MBの半分ということになるので，512KBかと推測できる．
「0x87654」ならば，512KBとちょいくらいの値かな，と見当をつけるわけだ．

1.1.3 ２進数に慣れよう

次に2進数が読めるようになりたい．

2進数を読むという話になると，よく表1.1のような，2進数←→16進数の
変換表みたいなものが出てくる．

まるで表1.1をすべて覚えなければならないように思えてしまうが，しかし
実際にはそのようなことはない．まずは表1.3くらいを覚えておけば十分だ．

表1.3：２進数の変換表

２進数表記 16進数表記 10進数値 覚えかた
0100 0x4 4 2の2乗

1000 0x8 8 2の3乗

1100 0xC 12 4＋8

つまり，4の倍数だけ覚えておくわけだ．だいたいこれくらいを覚えてお
けば，あとはそれらの間として近くの数からカウントすることでおおむねわ
かる．例えば2進数で「1010」ならば，その直前の「1000」が「8」で，そ
こから2つカウントすることで「10」であると知ることができる．

そしてそのように数えているうちに，あとはもう日々の慣れで，なんとな
く覚えてしまうのがよいだろう．

次は，その「数えかた」について説明しよう．

1.1.4 ２進数を指で数える

数えかたについて説明するその前に，ちょっと読者諸氏に問いかけたい．
「なぜ人間は10進法を使うのか？」という話で，次のようなことを聞いたこ
とはないだろうか．
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1「両の手の指が10本あるので，10まで数えられるから」

しかしこのような話を聞いたとき，次のようなことを思った人も多いこと
だろう．

「いや10本あるのなら，数えられるのは1023までだろう」

これはつまり，10本の指を曲げるか曲げないかで表現できるパターン数
は，2の10乗通りになるだろうということだ．2の8乗は256なので，2の10

乗はその4倍で1024となる．このためゼロから数えれば，1023までの値を表
現できる．バイナリアンならば，そのような考えが反射的に出てくるように
なりたいものだ．読者のかたの中にも，心あたりがあるというかたもいるこ
とと思う．

しかしこれを実際にやってみると小指を自由に使うことには無理があり，
親指から薬指までの4本の指なら図1.1のようにして，2進数を自由に数えら
れることに気がつく．小指を除いた両手の指を使えば8本，つまり8ビットな
のでなんと255まで数えられる．4ビット＋4ビットの加算もできるわけだ．

0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111

1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111

図1.1:指で２進数を数える

このような指でのカウントを日々行うことで，2進数の数えかたは自然と
身についてくるだろう．実はこれは筆者も実施したおすすめの方法だ．

2進数に慣れるまでは，これをトイレや通学中の電車の中で，1日1回はや
るようにしよう．1ヵ月もしないうちに，驚くほど2進数の感覚が身について
いる自分に気がつくことができるだろう．
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1.1.5 バイナリエディタ

16進数と2進数の扱いに慣れてきたら，いよいよバイナリに触れてみよう．

バイナリをいじる上で必須のツールが「バイナリエディタ」だ．ファイル
をバイナリデータとして，参照したり編集したりすることができる万能のツ
ールだ．バイナリエディタはファイルのバイナリダンプを見るだけの用途に
も使えるので，たとえファイルを編集しないにしても，インストールしてお
くと何かと便利ではある．

PCにバイナリエディタをインストールしてみよう．Windowsならば「BZ」
や「Stirling」といったものが定番だが，UbuntuやFedoraなどのGNU/Linux

ディストリビューション，もしくは筆者のようにFreeBSDを利用している読
者のかたのために，ここではPC-UNIX向けのものを紹介しておこう．

まずはGUIベースのものとして「Bless」（図1.2）がある．さらにGNOME

の付属のバイナリエディタとして「ghex2」もよいだろう．

図1.2：Bless（http://home.gna.org/bless/）
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またこれらには「基数変換」の機能がある．2進数↔10進数や16進数↔10

進数のような変換を手軽に行うことができるのだ．このような機能は後述す
る16進電卓にもあったりするが，バイナリエディタに組み込まれてあれば，
ファイル中の値をそのまま基数変換できたりして便利だろう．

これらはGUIベースのツールだが，可能ならばテキストベースのものにも
慣れておいたほうがよい．そっちのほうが断然軽いので，「ちょっと使うだ
け」というときには圧倒的に便利だからだ．

テキストベースのバイナリエディタには，まずはvi系の操作感のものとし
て「bvi」がある．さらにemacs系の操作感のものには「hexedit」（図1.3）
や「tweak」といったものがある．他にも「beav」「hexcurse」といったもの
もどうだろうか．

図1.3：筆者愛用の軽量バイナリエディタhexedit．このシンプルさがよい

これらのツール類は，ひとつですべてをまかなうというよりは，使い分け
になる．本格的な解析をするときは高機能なもの，ちょっと見るだけならば
シンプルなもの，巨大なファイルを開く場合には軽いものなど，自分なりの
定番をいくつか押さえておくとよいだろう．



010

1.1.6 バイナリエディタを使ってみる

バイナリエディタをインストールしたらおもむろに起動して，手近にある
ファイルをとりあえず開いて見てみよう．ただしライセンス上，バイナリ解
析が禁止されているようなファイルを無闇に開かないように注意してほしい．

たとえば，実行ファイルだ．実行ファイルには，どのような特徴があるだ
ろうか．hexeditを使って，hexedit自身を見てみよう．

hiroaki@letsnote2:~>% which hexedit
/usr/local/bin/hexedit
hiroaki@letsnote2:~>% hexedit /usr/local/bin/hexedit

実行すると，図1.4のようなデータを見ることができた．

図1.4：hexeditでhexeditを見てみる

これだけを見てみると何がなんだかわからない，と感じてしまうかもしれ
ない．しかしバイナリを見るときに大切なことは，気負わないことだ．あま
り気真面目に考えずに，なんとなくバイナリを眺めてみよう．

図1.4を見てまず気がつくことは，「00」というデータが多いことだ．そし

hiroaki@letsnote2:~>% which hexedit
/usr/local/bin/hexedit
hiroaki@letsnote2:~>% hexedit /usr/local/bin/hexedit
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1.1　まずはバイナリに慣れよう

バ
イ
ナ
リ
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

1
て「01 00 00 00」「03 00 00 00」などのようにして，「1バイトのなんらかの
データと3バイトのゼロで，4バイトが構成されている」という部分が多いこ
とに気がつく．あくまで感覚なので，ここではなんとなくそんなことが感じ
られるだけでよい．

32ビットCPUなので，どうも整数値のデータが4バイト単位で，配列上に
並んで格納されているように思える．PCで広く使われている Intelのx86系プ
ロセッサでは，例えば「1」という整数値は「0x00000001」という4バイト
データとして，「01 00 00 00」のような順番でメモリ上に格納される．

つまりメモリ上には下の桁から格納されているわけであり，バイト順がひ
っくり返っていることになるわけだが，このような順番で整数値を扱うアー
キテクチャは「リトルエンディアン」と呼ばれている．

ここでhexeditの使いかたを，簡単に説明しておこう．とはいっても操作
はあまり難しくはない．カーソルキーでカーソル移動，Tabで16進ダンプと
文字表示の切り替え，「/」で検索くらいを覚えておけば，十分だ．もしもデ
ータを書き換えるならば，カーソル位置で入力することでそのまま上書きで
きる．

カーソルキーの「↓」を押して，さらに下まで読み進めてみる．そうした
ら，図1.5のような部分が見えてきた．

図1.5：文字列で埋まっている部分がある



試し読みはお楽しみ
いただけましたか？

ここからはManatee
おすすめの商品を
ご紹介します。



「
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
」

1 2
豊富なイラストで「なぜ?」を解消! 
Javaの第一歩を踏み出そう

『スッキリわかるJava入門 第2版』は、Javaの基礎から初
学者には難しいとされるオブジェクト指向まで、膨らむ疑問
にしっかり対応しました。Javaプログラミングの「なぜ？」が
わかる解説と約300点の豊富なイラストで、楽しく・詳しく・
スッキリとマスターできる構成となっています。「なんとなく
Javaを使っているけれど、オブジェクト指向の理解には自
信がない」「学習の途中で挫折してしまった」という方にも
おススメです。

スッキリわかる
Java 入門 第2版

インプレス
中山清喬・国本大悟（著者）
658 ページ
価格：2,376 円（PDF）

Java

300ものイラストで楽しく・詳しく・スッキリとマスター!

体験型の本書でプログラミングの
第1歩を踏みだそう！

『やさしくはじめるiPhoneアプリ作りの教科書【Swift 3＆
Xcode 8.2対応】』は、iPhoneアプリを作ってみたい初心
者のための入門書です。プログラミングが初めての人、苦
手意識がある人でも楽しく学んでいけるよう、なるべくやさ
しく、イラストや図をたくさん使って解説しています。本書
では実際にサンプルアプリを作りながら学んでいきますが、
イラストによる解説で、一歩ずつ丁寧に、iPhoneアプリ作
りの基本と楽しさを学べます。

やさしくはじめる
iPhoneアプリ作りの
教科書【Swift 3＆Xcode 8.2 対応】 

マイナビ出版
森巧尚（著者）、 
まつむらまきお（イラスト）
312ページ　価格：3,002 円（PDF）

Swift
（iOS開発）

作成するサンプルアプリは

シンプルで、
意味を理解しながら作っていける

イラストによる解説で、プログラミングがはじめての人でも学べる

会話のやりとりの中にも、

開発現場でのヒントが

詰め込まれている
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プログラミング未経験でも
Androidアプリを開発 !
Android
開発

JavaScriptを網羅的に
取り上げた骨太の1冊
Java
Script

幅広いジャンルで活躍 !
C#がキホンから学べる本

C/C++

初歩から順に理解できる
PHPとデータベース

PHP

PHP5.4の基本から
MySQLとの連携まで!

PHP

初めてのウェブ開発も安心
Rubyの文法を基礎から解説

Ruby

イラストでよくわかる
Android アプリのつくり方

Android Studio 対応版

親しみやすいイラストや、ステップバイステップで
の丁寧な解説が基本コンセプト。開発環境
「Android Studio」に対応し、Android のプロ
グラムを作りながら、自然に Java というプログラ
ム言語の知識が身につきます。

インプレス
羽山博・めじろまち（著者）

価格：2,138 円（PDF）

JavaScript 逆引きハンドブック

JavaScript の逆引きリファレンスの決定版。
JavaScript の機能を網羅的に取り上げていて、骨
太の 1冊になっています。JavaScript の基本的な
処理や便利な Tips はもちろん、HTML5 の API
についても数多く掲載しています。

シーアンドアール研究所
古籏一浩（著者）

993 ページ　価格：3,694 円（PDF）

基礎からわかる C#

本書はプログラミングの経験がある人を対象とし
た、プログラミング言語「C#」の入門書です。C#の
概要から基本的な文法、特徴的な機能まで、わかり
やすく解説しています。C# 6.0 の新機能について
も解説しています。

シーアンドアール研究所
西村誠（著者）

168 ページ　価格：1,944 円（PDF）

いちばんやさしいPHPの教本
PHPとデータベースの基本を順番に学んで、実践
的なプログラムを完成させていく PHP の入門書
です。大事なポイントや勘違いしやすいポイントは
講師がフォロー。セミナーを受けている感覚で読み
進められます。

インプレス
柏岡秀男・池田友子（著者）

240 ページ　価格：1,836 円（PDF）

PHP+MySQLマスターブック
この一冊で PHPと MySQL の基本とWeb アプ
リケーションの構築法について学習できる実践的
なプログラミング入門です。現場必須のプログラム
構築法、API の活用法から、セキュリティ技術まで
詳しく解説します。

マイナビ出版
永田順伸（著者）

384 ページ　価格：2,916 円（PDF）

改訂 3 版
基礎 Ruby on Rails 

Ruby の文法やオブジェクト指向の考え方を初歩
から解説。アプリケーションのモックアップ作り、
データベースを導入し、ログイン・ログアウト機能
を加え、最終的にはメンバーや記事の管理ページ
までできあがります。

インプレス
黒田努・佐藤和人（著者）

536 ページ　価格：3,240 円（PDF）
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プログラミングの基本から
手取り足取りじっくり解説
コンテスト
・学習

必ずアルゴリズムの意味が
わかるようになる入門書！

はじめてプログラミングに
触れる前に読んでおこう
コンテスト
・学習

Go 言語の基礎から応用まで
ポイントがよくわかる

その他
言語

R 言語の機能を
目的から見つけ出せる!
その他
言語

プログラミングの初心者が
Python 3を学ぶのに最適

その他
言語

目指せプログラマー！ 
プログラミング超入門

本書は Windows 開発の標準ツールとも言える
「Visual Studio」を使い、C#というプログラミン
グ言語でプログラミングの基本を学びます。最終
的には、ちょっとしたアクションゲームが作れるく
らいになるのが目標です。

マイナビ出版
掌田津耶乃（著者）

312ページ　価格：2,074 円（PDF）

楽しく学ぶ
アルゴリズムとプログラミングの図鑑

図解とイラストを豊富に使ったアルゴリズムの入門
書。アルゴリズムとは『問題を解決するための考え
方』です。それが分かってきたら、8 種類のプログラ
ミング言語を使ったサンプルプログラムを実際に
試しましょう。

マイナビ出版　森巧尚（著者）、まつむらまきお（イラスト）
300 ページ　価格：2,689 円（PDF）

プログラミングの世界へようこそ

全くの初心者がプログラミングを勉強したいとき、
さまざまな疑問が湧いてきます。「どの言語を覚え
ればいい?」「文系でも大丈夫 ?」本書はプログラミ
ングに触れる前に知っておきたい基本をイラスト付
きで解説します。

マイナビ出版
尾川一行・中川聡（著者）

192ページ　価格：1,933 円（PDF）

改訂 2 版
基礎からわかる Go言語

Google が開発したプログラミング言語「Go」の
基礎から応用までをわかりやすく解説した 1 冊で
す。最新の Go 1.4 のバージョンに対応して改訂し
ました。Linux、Mac OS X、Windows の各環境
に対応しています。

シーアンドアール研究所　古川昇（著者）
240 ページ　価格：2,138 円（EPUB）

改訂 3版
R言語逆引きハンドブック 

本書では、最新バージョンのR 3.3.0 に対応し、R
言語の機能を目的から探すことができます。統計
が注目を集めるなか、Rを利用するユーザーも増え
ています。初心者でも使えるように、導入から丁寧
に解説しています。

シーアンドアール研究所
石田基広（著者）

800 ページ　価格：4,860 円（PDF）

基礎 Python 基礎シリーズ

プログラミングの初心者を対象にした Python 3
の入門書です。変数の取り扱いから、リスト、タプ
ルといったPython 固有のデータの操作、制御構
造や関数などについて、初心者でも基礎から学習
できるように説明しました。

インプレス
大津真（著者）

312ページ　価格：2,894 円（EPUB）
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