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1章付録 

バイナリ解析に関するTIPS

付1.1 解析妨害手法の特定と妨害の回避

バイナリの中には、解析を妨害する機構を持ったものも存在します。静的解析を妨害
する手法、動的解析を妨害する手法の両方があり、CTFでも時折それらが施された問題
が出題されることがあります。ここでは過去のCTFで出題された実績のある、パッカー
を使った静的解析の妨害と、デバッガの検出による動的解析の妨害に焦点をあてて紹介
します。

 ■ パッカーを使った静的解析の妨害
まず、静的解析を妨害するパッカーという概念と、その対処法について説明します。パ

ッカーとは、バイナリを実行可能な状態のまま圧縮するソフトウェアです。バイナリの
コード領域も圧縮され、実行するまで圧縮されたままの状態になるため、逆アセンブル
することができず静的解析が難しくなります。パッカーによって圧縮されている状態を
「パックされている」といい、パックを解除することを「アンパックする」といいます。
ここからは、パッカーのしくみとアンパックの方法について説明してみます。
パッカーのしくみについては、次ページの図のようになっています。ここでは、パッ

クされる前の大元となるプログラムのコードをオリジナルコードと呼び、オリジナルコ
ードのエントリーポイントをオリジナルエントリーポイント（OEP）と呼ぶことにして
説明していきます。パックされたバイナリには、圧縮されたオリジナルコードと、実行
時にオリジナルコードを展開するためのルーチンが含まれています。実行された際には、
展開ルーチンが圧縮されたオリジナルコードをメモリ上に確保した領域に展開し、展開
が終わるとオリジナルコードのエントリーポイント部分にジャンプするようになってい
ます。このしくみによって、実行可能な状態を保ちながらプログラムを圧縮しているこ
とになります。
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次に、アンパックの方法について説明します。アンパックには、ソフトウェアを用いて
自動でアンパックする方法と、デバッガを用いて手動でアンパックする方法があります。
一般に、自動でアンパックできるソフトウェアが存在する場合はそれを用いてアンパッ
クをし、そうでなければ手動でのアンパックを試みます。ところで、CTF でよく用いられ
るパッカーは複雑なものではありません。その多くには、UPX（http://upx.sourceforge.

net/）という最も一般的なパッカーの１つが用いられています。このパッカーはアンパ
ック機能も持ち合わせているため、自動でアンパックすることができます。具体的には
このパッカーを、以下のようなオプションを伴って実行することでアンパックすること
ができます。反対に、手動でのアンパックが必要になるようなパッカーはCTF ではほと
んど用いられません。そのため、手動によるアンパック方法の詳細はここでは割愛しま
す。手動によるアンパックは、セキュリティの中のマルウェア解析の分野で重要な技術
であるため、興味のある方は『アナライジング・マルウェア（オライリー刊 ISBN978-4-

87311-455-2）』の第2 章などを参考に勉強してみるとよいかもしれません。

% upx -d compressed.exe

 ■ デバッガの検出による動的解析の妨害
次に、デバッガを検出して動的解析を妨害する問題があります。デバッガの検出には、

いくつかの手法があります。その中でも、CTF で用いられた実績のある手法をピックア
ップして紹介していきます。
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バイナリ解析に関するTIPS：1.1 解析妨害手法の特定と妨害の回避

最もスタンダードな手法の1 つとして、IsDebuggerPresent というWin32 API を利用
したものがあります。このAPI は、呼び出したプロセスがデバッガで実行されている場
合は0 以外を、そうでなければ0 を返します。典型的な IsDebuggerPresent を用いたデ
バッガ検知部分のアセンブリを挙げてみます。まず、IsDebuggerPresent を呼び、その
返り値が格納されたEAX レジスタを test して、0 であればデバッグされていない時の処
理が記述された loc_NOTDEBUGGED というコードブロックを実行します。0 でなければ、
そのまま次の命令へと進み、デバッグされている時の処理を実行します。デバッグの

妨害をする場合、デバッグされている時の処理としては、たとえば、exit でプログラム
の実行を終了するなどが採用されていることが多いです。この妨害を回避するための最
も簡単な手段としては、IsDebuggerPresent の返り値が格納されているEAX レジスタを、
0 以外の値に書き換えるというものがあります。

[nasm]

call IsDebuggerPresent

test eax, eax

jz loc_NOTDEBUGGED

　（デバッグされている時の処理）

loc_NOTDEBUGGED:

　（デバッグされていない時の処理）

また、PEB!NtGlobalFlags という値を確認することでもデバッガを検出することがで
きます。これは、PEB構造体というプロセスごとに持つ構造体の中にNtGlobalFlags と
いうメンバ変数があり、デバッグされていない状態では0、デバッグされている状態で
は0x00000070 をとる、というものです。PEB 構造体は常に fs:[30h]の位置に読み込まれ、
NtGlobalFlags はそこから68h の変位に存在します。そのため、これを参照している場
合は注意が必要です。PEB!NtGlobalFlags を利用して、デバッグされているかどうかを判
別するアセンブリ命令列の例を次に示します。この回避もやはり、デバッガでブレーク
してEAX レジスタの値を書き換えるなどの方法があります。

[nasm]

mov ebx, fs:[30h]

mov eax, [ebx+68h]

test eax, eax

jz loc_NOTDEBUGGED

　（デバッグされている時の処理）
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loc_NOTDEBUGGED:

　（デバッグされていない時の処理）

ところでこれらの手法は、マルウェア対策においても大変重要なものとなっています。
なぜならマルウェアにとっては解析者や研究者によって解析され対策をとられることは
避けたいことであり、これらの手法を用いて解析妨害してくるためです。ここで紹介し
たのはほんの一部ですが、気になる方は先ほど紹介した書籍『アナライジング・マルウ
ェア』などで勉強してみるとよいと思います。

付1.2 バイトコードの解析

バイトコードとは一般に、特定のOS やプロセッサ上での実行を意図せず仮想マシン
上で実行するために設計された実行可能な中間コードのことを指します。具体的には、
Microsoft の提供する .NET frameworkや Java などでの実行コードなどがあります。

CTF の問題でもバイトコードの解析が出題されることがあります。.NET Framework を
用いたEXE ファイルの解析が多く、Android のAPK ファイルを解析するものも少しです
が存在します。これらは、今までのアプローチとは少し異なった解析方法が期待できま
す。これらのバイトコードの特徴として、逆コンパイルが有効であるということが挙げ
られます。
ここでは、.NET Framework で書かれたプログラムと、Android の実行ファイルである

APK ファイルを実際に解析してみます。.NET やAndroid のバイナリの問題を実際に解く
ことを通して、.NET やAPK のようなバイトコードの実行ファイルを逆コンパイルによっ
て解析する方法を紹介します。
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バイナリ解析に関するTIPS：1.2 バイトコードの解析

 ■ .NETのバイナリ解析
まず .NET のバイナリを ILSpy で逆コンパイルして解析していきます。ここでは CSCamp 

CTF の「Reverse100」の問題を解いてみます。この問題では、crackme1.exe という
Windows のバイナリが配布されます。
まずは file コマンドでファイルの種類を調べてみましょう。file コマンドを実行したと
ころが、次の図になります。図中の file コマンドの結果から、.NET Framework で作成さ
れたバイナリであることが分かります。

file の実行結果

次に、このバイナリを実行し、見える範囲での動作を確認してみます。実行すると、次
の図のような、"Please enter your password."という文字列と、パスワードの入力フォー
ムがあるウィンドウが開きます。図は、パスワード入力フォームに test と入力し、Enter 

を押下したところです。"You are not allowed to use this application!"という文字列が表
示されているのが見えます。ここまでのことから、おそらく、バイナリを解析すること
によって、パスワードの認証を突破することが必要だろうということが推測できます。

crackme の実行画面
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そこで、解析のために早速逆コンパイルしてみましょう。ILSpy を起動します。起動
すると、次のように左右に分かれたペインを持つ画面が開きます。

ILSpy 起動時の画面

解析対象のファイルを左側のペインにドラッグ&ドロップすることで、ファイルを読
み込ませ逆コンパイルさせることができます。読み込んだファイルは左側のペインのエ
クスプローラによって探索することができ、ファイル名をダブルクリックすることで右
側のペインに逆コンパイルされたソースコードが表示されます。以上で、逆コンパイル
によって .NET Framework で書かれたバイナリを逆コンパイルすることができました。
ここから先の解析はバイナリ解析というよりはソースコードの読解やプログラミング

技術の範疇となりますので、ここでは割愛します。

 ■ Android APK ファイルのバイナリ解析

次に、Android のAPK ファイルを逆コンパイルして解析してみます。ここでは、SECCON 

CTF 2013 横浜大会の "SSBNewCommer"を解きながら説明していきます。この問題では、
SSBNewCommer.apk というAPKファイルが配布されます。今回はAPK ファイルである
ことが拡張子から自明に分かるので、file コマンドによる確認は省略します。
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バイナリ解析に関するTIPS：1.2 バイトコードの解析

file の実行結果

ここから先ほどと同じく逆コンパイル作業に入るのですが、.NET バイナリの逆コンパ
イルとは少し手順が異なります。まず、APK ファイルの実態はzip ファイルなので展開
します。

unzip の実行結果

unzip で展開し、ls でファイル名を表示しました。展開すると、APK ファイルがいく
つかのファイルやディレクトリから成り立っていることが分かります。この中でバイト
コードが含まれているのは、classes.dexというファイルになります。このDEX ファイル
には、Android の仮想マシンであるDalvik VM のバイトコードが含まれています。この
DEX ファイルを逆コンパイルするための次のステップとして、DEX ファイルを Java クラ
スファイルに変換します。その際に必要になるのがdex2jar です。次ページの図のよう
にすることでdexファイルをclass ファイルに変換できます。
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classes.dex の jar ファイルへの変換

ls の結果から、classes-dex2jar.jar というファイルが増えているのが分かると思います。
これがclasses.dexから生成された jar ファイルです。次に生成されたclass ファイルをJava 

のソースコードである java ファイルに変換します。これは、jd-gui によって実現できま
す。まずは、jd-gui を起動しましょう。jd-gui は、実行ファイルをダブルクリックする
ことで起動できます。もちろんコマンドラインから起動することも可能です。起動する
と、次のような画面が表示されます。

jd-gui の起動

Java のソースコードを得るためには先ほど生成した jar ファイルのclasses-dex2jar.jar 

を jd-gui のウィンドウにドラッグ&ドロップします。すると、次のように左右にペイン
が分かれます。
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バイナリ解析に関するTIPS：1.2 バイトコードの解析

jd-gui でのファイルオープン

左側のペインのうち、パッケージ名（今回はcom.seccon.ctf.ssbnewcommer）の部分
にアプリのコードが格納されています。パッケージ名の左側のカーソル記号をクリック
することで展開し、それぞれのコードを確認できます。これによって、Java のコードを
読んで、Android アプリを解析することができるようになります。

jd-gui でのコード解析



10

ここからはやはりバイナリ解析というよりはソースコードの読解やプログラミング技
術の範疇となりますので、ここでは割愛します。

付1.3 x86/x64 以外のアーキテクチャを読み解くには

ここまではx86/x64 のバイナリを解析することを前提としてアセンブリを読み解いて
きました。それでは配布された問題のバイナリが他のアーキテクチャだったらどうでし
ょう？実はx86/x64 以外のアーキテクチャのバイナリが出題されることはそこまで珍し
いことではありません。もちろん、多くのバイナリはx86やx64 です。しかし、国内外
のCTF でARM のバイナリは何度も出題されていますし、MIPS、PowerPC などのバイナ
リが配布された例もあります。また、国内最大のCTF であるSECCON CTF では、V850 や
H8（いずれもルネサスエレクトロニクス製マイクロコンピュータ）などのような、少し
ニッチなアーキテクチャが高い頻度で出題されています。このようなバイナリは、ここ
までに身につけてきた知識のみでは解析が難しいかもしれません。そこでここでは、こ
れらのアーキテクチャのバイナリ問題にどのようにして対応するかを紹介します。
まず実行環境を準備できるかを検討してみましょう。ARM に関しては "Raspberry Pi"

が現在最も手軽に得られるARM 環境の１つです。そのほか、タブレット端末にLinux を
インストールしたり、qemu での仮想化などの手法があります。しかしそのほかのアー
キテクチャについては、実機を手に入れるのが難しかったり、仮想マシンモニタが対応
していないなどの理由によって、実際には、実行環境の用意が難しい場合の方が多いで
す。その場合は、静的解析を中心に解析していくことになります。静的解析の際に必要
となるツールとしてみなさんももうご存知のように、逆アセンブラがあります。IDA Pro 

は多くのアーキテクチャに対応していますが、残念ながらやや高価であり、無償で使え
るFree やDemo は、x86 にしか対応していません。ここからは、無償で使えるソフトウ
ェアを駆使して、x86/x64 以外のアーキテクチャの静的解析を試みます。
まず、radare2 の使用を検討してみましょう。radare2 はx86/x64 以外の様々なアーキ

テクチャにも対応しています。IDA ほどの優れたインタフェースやたくさんの機能は現
時点ではまだありませんが、地道にアセンブリを読み解く力があれば解析が可能となり
ます。radare2 を起動して、GUI でバイナリを解析するには次のようにします。

% r2 -c=H binary_name

ここでbinary_name は、解析したいバイナリファイルの名前を指します。このコマン
ドによってbinary_name に渡したバイナリが解析され、radare2 のWeb インタフェース
が起動します。radare2 のWebインタフェースは次のようになります。若干の違いはあ
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バイナリ解析に関するTIPS：1.4 x86/x64以外のアーキテクチャを読み解くには

りますが、操作は IDA に近く、少し触っていれば、直感的に理解できると思います。

radare2 でのコード解析

さらに、radare2 も対応していないアーキテクチャが出題された場合の方法について
も紹介します。今までの出題ですと、SECCON CTF に特に見られている傾向ですが、と
てもマイナーなアーキテクチャのバイナリ解析が求められることがあります。そのよう
な場合は、そのアーキテクチャに向けたobjdump を入手するのも1 つの手段であるとい
えます。異なるアーキテクチャ向けのobjdump を手に入れるには、ターゲットを指定
してソースからビルドする必要があります。次に一例を示します。

% wget http://ftp.gnu.org/gnu/binutils/binutils-2.25.tar.gz

% tar zxvf binutils-2.25.tar.gz
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% cd binutils-2.25

% ./configure --enable-targets=all --enable-64-bit-bfd --prefix=/usr/local

% sudo make all install

これで、/usr/local/bin にサポートしているすべてのアーキテクチャに対応したobjdump 

の実行ファイルが生成されます。したがってbinary_name というバイナリファイルを解
析したい場合、次のようにして逆アセンブルできます。

% /usr/local/bin/objdump -d binary_name

radare2 やobjdump で逆アセンブルができたら、それを読んでいきます。アセンブ
リのコードを読むためには、命令セットを理解する必要があります。本書の読者の方々
が今まで触れてきたアセンブリ言語は、x86/x64 のみという方がほとんどだと思います。
アセンブリを構成する命令はプロセッサによって異なるため、x86/x64 以外のアーキテ
クチャのアセンブリはx86 やx64 のものとは異なります。そのため、そのアーキテクチ
ャのアセンブリにどのような命令があるかを知る必要があるわけです。このことについ
ては、また別の言語を学び直さなければならないのか、と思うかもしれません。しかし
実際には、同じような命令セットアーキテクチャを持ったプロセッサの出題が多い（逆
に、誰も知らないようなものが出題されたらほとんどの人は時間内に解けなくなってし
まう）ため、それほど苦労せずに習得できると思います。まずは命令セットリファレン
スをWeb 上で探すことから始めましょう。それを読みながら解析をすれば、十分に対応
できると思います。あとは、通常のバイナリ問題と同じように、読み進めて動作を明ら
かにするだけとなります。
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バイナリ解析に関するTIPS：1.4 バイナリ問題を解くためのプログラミング技法

付1.4 バイナリ問題を解くためのプログラミング技法

CTF で出題されるバイナリ問題の多くは、バイナリを解析するだけではFLAG を得ら
れません。FLAG を手に入れるための条件を満たすために、解析結果に基づいて何らか
のプログラムを書く必要がある場合がほとんどです。ここでは実際に出題された問題を
挙げながら、どのようなプログラミングの技術を習得する必要があるかについて考えて
みます。
まずバイナリ問題において、プログラミング言語はこの言語でなければならない、と

いうものはありません。しかし、筆者はPython を用いることをお薦めします。一番の
理由はCTF プレイヤーの間で最もよく利用されている言語であるためです。これはとて
も大きい要素であり、Python を用いる最大の理由になり得ると思っています。たとえば、
Write-up がPython で書かれていることが多いため、Python に慣れていればより理解し
やすくなることや、CTF に役立つ優れたライブラリが多く開発されていることが挙げら
れます。
まず必ず覚えなければならないのが、ソケット通信の書き方です。サーバ側で何らかの

サービスが立てられていて、そのサービスのバイナリが渡され、そのバイナリの解析結
果に基づいてサーバとの通信を行う必要がある問題が少なくありません。そのため、ソ
ケット通信を書けることは必須の技術であるといえます。またExploit 分野においても、
リモートのサーバを攻略するタイプの問題は多いため、同じく必須の技術であるといえ
ます。大抵はTCP が用いられているため、ひとまず次のような記法を基本として覚えて
おき、必要に応じて調べて改変すればよいでしょう。

[Python]

import socket

host = '127.0.0.1' # Server's IP address

port = 31337 # Port number

s = socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

s.connect((host, port))

s.sendall('Some data you want to send')

s.recv(1024)

CTF ではしばしばC 言語の標準関数が必要となることがあります。たとえば、C 言語
の標準ライブラリに入っているsrand や rand を利用して、サーバ側で生成された乱数を
予測したい場合などです。もちろんseedが時刻になっていれば、自分の環境でも同じ時
刻を seed として与えてやれば、srand や rand の実装が同じ（すなわち、同じバージョ
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ンの標準ライブラリ libc）であれば同じ乱数が生成されますから、それによって乱数を
予測することができます。バイナリの動作をPython のスクリプトで再現する時などに
も有効です。

[Python]

import ctypes

libc = ctypes.cdll.LoadLibrary('/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6')

libc.srand(libc.time(0))

print libc.rand()

そのほか、当然16 進数値の扱いも必要となります。struct モジュールのpack、unpack 

を用いることで、16 進数値と他の変数とを相互に変換できます。pack は引数にとった
変数をバイナリに、unpack は引数にとったバイナリを変数に変換します。この場合は
フォーマットに '<I' を指定しているので、リトルエンディアンの整数型となります（ '<' 

がリトルエンディアンを表し、 'I' が整数を表します）。

[Python]

import struct

num = 65535

bin = struct.pack('<I', num)

num = struct.unpack('<I', bin)

付1.5 まとめ

本ステップでは、バイナリ解析分野の問題で出題される内容で少し特殊な解析手法を
必要とするものや、今後バイナリ解析問題を解く上で必要となる技術について簡単に導
入しました。これらを身につけて様々な問題に対応できるようになるとともに、解析技
術を向上させ、脱ビギナーを目指しましょう。


