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昨年の 10 月、 McAfee は FOCUS 2011 カンファレンスを開催しました。 McAfee Labs は、 マルウェアな
どの脅威やセキュリティに関する様々な発表を行いました。 最も人気のあった講演は Hacking Exposed の
基調講演で、 2,000 人以上が参加しました。 McAfee の CTO である Stuart McClure がセッションでハッキ
ングのデモを行うと発表すると、 殆どの聴衆がノート PC、 携帯電話、 Apple iPad などの機器の電源を切
りました。 実際にデモが始まる前から、 このハッキングについて Twitter やソーシャルネットワークで数多く
の書き込みが行われました。 ライブデモなどできないという否定的な意見もありましたが、 デモが始まると
すぐ、 聴衆は FOCUS Wi-Fi ホットスポットが実際に偽装されたことを確認しました。
聴衆に分かるように、 ハッキングされる iPad の画面をテレビカメラで映しました。 McClure が SSL （Secure
Socket Layer） 接続で Gmail にアクセスすると、 Safari に HTTPS の URI と鍵のアイコンが表示されました。
しかし、 裏側ではエクスプロイトがセキュア シェル （SSH, Secure Shell） サーバーを読み込み、 インストー
ルしています。 数秒後、 VNC のリモート コントロール クライアントに iPad の画面が表示されると、 大きな
歓声が上がりました。 iPad の侵入に成功した瞬間です。 ターミナルから iPad に root 権限でアクセスし、
VNC 経由でアクセスすることで McClure が行った操作を画面上で確認できました。 また、 iPad のリモー
ト操作にも成功しました。 iPad のユーザーはシステムが乗っ取られていることに全く気付いていません。
iPad で悪質なサイトにアクセスしたわけではありません。 セキュア接続で電子メールを確認しただけです。
では、 どのようにしてシステムに侵入したのでしょうか。
このレポートでは、 調査結果や問題、 使用したツールを説明しながら、 この問いに答えていきます。
本レポートは、 ハッキング技術に関するセキュリティ問題とリスクを説明し、 注意を喚起することを目的とし
ています。 McAfee は、 本レポートに記述されている技術を使用して違法行為や倫理に反する行為を一切
行っていません。 また、 このような技術の使用を推奨することはありません。
背景
2011 年 7 月、 TrustWave の SpiderLabs が iOS SSL 証明書チェーンの検証に脆弱性を発見しました 1。 こ
れは基本的な制約検証のエラーです。 この脆弱性を悪用すると、 他の Web サイトの証明書生成に使用さ
れない有効な証明書を利用し、 偽の証明書を生成することが可能です。 しかし、 SpiderLabs は脆弱性の
詳細を公開しなかったため、 脆弱性が簡単に再現可能かどうか、 個人情報の盗用以外にどのような攻撃
が可能なのかは不明でした。
jailbreakme.com （JailbreakMe または JBME） が脆弱性を公開してから時間が経過していますが、 今のと
ころ、 このような脆弱性を公に利用しているのは jailbreakme.com だけです。 多くの利用者にとって Apple
デバイスの脱獄は魅力的に見えます。 一部のユーザーはまだ気付いていないかもしれませんが、 JBME
の技術を利用するとデバイスを自由に操作することができます。 このような脆弱性は不正な目的で利用さ
れる可能性があります。
この 2 つの脆弱性を組み合わせたらどうなるでしょうか。 ユーザーに気付かれずに、 巧妙で効果的な攻
撃を実行することは可能でしょうか。 SSL の脆弱性はハッキングに必ずしも必要ではありませんが、 安全
だと思われているデバイスにも侵入が可能であることを証明するには最適です。 今回のデモでは、ユーザー
が SSL 経由で銀行サイトの閲覧、 電子メールの確認、 オンライン決済を行うシステムに攻撃を仕掛けるこ
とにしました。
比較的新しいバージョンの Apple iOS では、 これらの脆弱性は既に修正されています。 しかし、 多くのユー
ザーが OS のアップグレードを行っていません。 Apple App Store では入手できないアプリケーションをイン
ストールするために敢えてアップグレードを行っていないユーザーも少なくありません。
いくつか疑問点が出てきました。 では、 これらの疑問に答えていきましょう。
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調査
iOS SSL の脆弱性
2011 年 7 月、 Paul Kehrer 氏と Gregor Kopf 氏が Apple iOS に存在する入力検証エラーの脆弱性 （CVE2011-0228） を公開しました。 モバイル OS が X.509 証明書チェーンの検証に失敗すると、SSL/TLS で保護
されたデータを収集または改ざんし、 仲介者 （MITM, man in the middle） 攻撃を仕掛けることが可能にな
ります。 この脆弱性の影響を受けるのはバージョン 4.3.4 以前の iOS を搭載している GSM ネットワーク デ
バイスとバージョン 4.2.9 以前の iOS を搭載している CDMA ネットワーク デバイスです。 両氏はこの脆弱
性を Apple に通知し、 Apple は CDMA デバイス用のセキュリティ更新 （HT4824 と HT4825） をリリースし
ました 2、 3。 その後、 Kehrer 氏は DEFCON 19 で詳細を公開し、 iOS が X.509 v3 の基本制約拡張を無視
することなどを発表しました 4。
ルートと中間組織に発行する証明書では、 基本制約拡張を使用し、 CA フィールドを TRUE に設定する必
要があります 5。 例 :
X509v3 拡張 :
1.3.6.1.4.1.311.20.2:
...C.A
X509v3 公開鍵の利用目的 :
デジタル署名 , 証明書署名 , CRL 署名
X509v3 基本制約 : critical
CA:TRUE

ユーザーの証明書の場合には、 CA パラメータを FALSE に設定する必要があります。 例 :
X509v3 拡張 :
X509v3 基本制約 :
CA:FALSE

これらのバージョンの iOS の欠陥を悪用すると、 CA 以外の正規の証明書 （CA:FALSE） を使用してこのド
メイン以降の証明書に署名を付け、 デバイスに警告を表示せずに許諾させることができます。 この証明書
は、有効な組織が署名した通常の X.509 証明書と同じです。 たとえば、以下の証明書チェーンは iOS バー
ジョン 4.3.4 で機能しますが、 パッチを適用したバージョン （4.3.5 など） では機能しません。
ルート証明書
中間証明書（CA:TRUE）
エンドユーザー証明書（CA:FALSE）
任意ドメインの証明書 － 信頼する

基本制約拡張には、 pathlen というオプションのパラメータがあります。 このパラメータでは、 チェーン内
の以降の部分に追加可能な証明書の最大数を指定します。 たとえば、上の例で中間証明書 （Intermediate
Certificate） の pathlen パラメータが 0 に設定されていると、 iOS デバイスはエンドユーザー証明書 （End
User Certificate） によって生成された任意ドメインの証明書 （Some Arbitrary Domain Certificate） を信頼
しません。 次の証明書チェーンは iOS 4.3.4 でも機能しません。
ルート証明書
中間証明書（CA:TRUE,pathlen:0）
エンドユーザー証明書（CA:FALSE）
任意ドメインの証明書 － 信頼しない
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このことは脆弱性を再現する中で明らかになりました。 元のアドバイザリーでは iOS がすべての基本制約
を認識しないと記述されていますが、 脆弱なバージョンが無視するのは CA 値だけです。
CVE-2011-0228 の脆弱性を悪用して偽の X.509 証明書を生成するには、 チェーンの中で偽の証明書を
生成する証明書の直前にある証明書に pathlen パラメータを設定しないか、 設定する場合には pathlen に
十分な値を設定する必要があります。
JailbreakMe の脆弱性
JBME は様々なバージョンの iOS の脱獄を支援する Web サイトで、サイトの設計は comex が行っています。
脱獄には Safari やカーネルの脆弱性を悪用しています。 2007 年に iPhone と Apple iPod Touch のファー
ムウェア 1.1.1 を対象にした最初のバージョンがリリースされ、 2010 年 8 月に iOS 4.0.1 を対象にしたバー
ジョンがリリースされました。 2011 年 7 月にリリースされた最新のバージョンは iOS 4.3.3 を対象にしてい
ます。 Apple は JBME が悪用した脆弱性を iOS バージョン 4.3.4 で修正しています。
JBME がリリースした 2011 年 7 月のバージョン （Saffron） は、 不正な PDF ファイルを使用して、 Mobile
Safari の FreeType パーサ コンポーネントの脆弱性（CVE-2011-0226）を攻撃します。 この PDF に潜むルー
チンが返り値に基づいてペイロードを自動的に生成してスタックにロードし、 IOMobileFrameBuffer IOKit イ
ンターフェースの脆弱性 （CVE-2011-0227） を悪用します。 さらに、 他のペイロードを使用してカーネル
機能の一部を書き換え、 コード署名を無効にして root 権限を取得します。 攻撃が完了すると、 Cydia な
どの未署名のアプリケーションや、 このシステムで取得したアプリケーションのインストールが可能になりま
す 6。
Apple App Store で利用できないアプリケーションを使用したり、 通常のユーザーに設定されている制限を
変更するため、 非常に多くのユーザーが JBME を利用してデバイスの脱獄を行っています。 しかし、 脱獄
を許可するということは、 デバイスが攻撃を受けているのと同じことです。
ハッキングの詳細
ハードウェア
多くの機器は必要ありません。 今回のデモで用意したのは Apple MacBook Air とワイヤレスドングルです。
ドングルは、 デモを実行できる場所をローミングで検索するために使用しました。
MacBook Air は持ち運びに便利で、 会議場や喫茶店、 空港のラウンジでもすぐに利用できます。 不正な
PDF を再構築するために Mac は必須です。 ノート PC でもデスクトップでも構いませんが、 OS は Mac OS
X、 Linux、 FreeBSD などの Unix 系のシステムにする必要があります。 これらの OS を利用すると、 ipfw
や iptables などのカーネル ファイアウォールを使用してトラフィックを簡単に転送できます。 また、 これらの
OS に標準装備のツールも必要になります。
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ソフトウェアとツール
今回は簡単なアプリケーションを使ってハッキングを行いました。 簡単なスクリプトや Apache HTTP Server
などのソフトウェアだけでなく、 OS に標準装備のツールやカスタム アプリケーションも使用しました。
PDF の生成には comex の star_ を使用します。 このツールには、不正な PDF の生成に必要なすべてのファ
イルが含まれています。 また、 posixninja の xpwn ツールも必要になります 7。 このプロジェクトにはカー
ネルのエクスプロイトもあります。 また、 復号された iPad のカスタム ファームウェアを用意するか、 xpwn
で独自のコードを作成する必要があります （復号鍵は必ずしも必要ではありません） 8。 comex のツールと
手順に従って次のファイルを生成します。
•

PDF: 最初にシステムを乗っ取ります。

•

freeze.tar.xz: インストールするファイルとアプリ （VNC など） が含まれているパッケージ

•

install-3.dylib: 攻撃時に使用されるダイナミック ライブラリー

•

saffron-jailbreak.deb: インストール プロセスを開始するバイナリが含まれているパッケージ

iPad にエクスプロイトとアプリを送信するため、 Mac OS X に含まれている Apache HTTP Server （Web 共
有コンポーネント）を使用します。 この Web サーバーは SSL を使用してコンテンツを提供するため、サーバー
に SSL 証明書を作成する必要があります。 今回は、 OS X に標準装備の OpenSSL ツールを使用しました。
エクスプロイトが iPad から要求されたかどうかを確認するため、OS X に標準装備の tcpdump を使用します。
ファイルを /var/mobile/Media/post-jailbreak に配置するように freeze.tar.xz ペイロードを設定します。 この
ファイルは star エクスプロイトによって実行されます。 このファイルに ping コマンドを追加し、 SSH の状態
を確認できるようにします。 今回は tcpdump を使用して、 iPad とノート PC の接続を確認しました。
iPad のトラフィックを MITM ツール （iSniff） にリダイレクトするため、 BSD の ipfw のツールを使用してノー
ト PC にファイアウォール ルールを設定します。
iSniff は、 Moxie の sslsniff ツールをヒントに hubert3 が作成したツールです 9。 Hubert3 のツールは、 そ
の場で生成された偽の証明書をユーザーに送信し、 SSL トラフィックを傍受します。 今回は、 ユーザーと
サーバー間で送受信されるデータを改ざんするように、 iSniff のソースコードを編集しました。 また、 iSniff
は Debian GNU/Linux 上で動作するように作成されているので、 OS X で動作するようにコードを変更してい
ます。
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シナリオ
今回のデモでは、 MacBook の USB ワイヤレス インターフェースから FOCUS の Wi-Fi ホットスポットに接続
し、 内蔵の Airport ワイヤレス インターフェースを使用して正規のネットワーク名に類似した SSID 名のホッ
トスポットを構築しています。 実際の状況に近づけるため、 作成したホットスポットから我々のネットワーク
に接続できるようにしました。 また、通常の SSID 名の名前の前にスペースを挿入して別の SSID 名を作成し、
偽のホットスポットの名前がネットワーク リストの一番上に表示されるようにしています。

通常、 攻撃者はホットスポットをオープンな状態にするため、 パスワードの入力は要求されません。 しか
し今回は、 セッションの参加者がハッキングに気付かないように、 敢えてパスワードを追加しています。
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攻撃
まず、 ワイヤレスドングルを使用してノート PC をインターネットに接続します。 次に、 Web サーバーを起
動して、 Airport 経由でインターネット接続を共有し、 無料の Wi-Fi ホットスポットに接続しているように見せ
かけます。
Mac のターミナル アプリでいくつかのタブを開きます。 最初のタブで tcpdump を起動し、 共有ネットワーク
インターフェースで待機します。 2 つ目のタブでは、 ipfw を使用して複数のファイアウォール ルールを作
成します。 次のルールは非常に有効です。
sudo ipfw add 1013 fwd 127.0.0.1,2000 tcp from any to any 443 recv en1

1013 はルール番号です。 127.0.0.1,2000 は MITM プロキシーが待機中であることを表し、 443 は SLL
標準ポート経由の接続を傍受することを意味します。 en1 は、 インターネット接続を共有するネットワーク
インターフェースです。 次に、 MITM プロキシー サーバー （iSniff） を起動します。 このサーバーはポート
2000 で待機します。
攻撃対象が iPad から https://mail.google.com にアクセスします。

攻撃対象の通信を傍受すると、 プロキシーは本来の接続先であるドメイン名 （mail.google.com） の証明
書を生成し、 この偽の証明書を戻してデバイスとの 「セキュア」 接続を確立します。 さらに、 攻撃対象に
なりすまし、 本来の宛先と接続を確立します。

脆弱なバージョンの iOS は、 SSL 証明書チェーンを検証できないため、 この偽の証明書を信頼し、 警告を
表示しません。また、エラーも発生しません。このシナリオでは、送受信されるすべてのトラフィックを傍受し、
改ざんすることができます。
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MITM ツールは、攻撃対象の HTTP 要求を改ざんしてサーバーに非圧縮ページを要求します。 これにより、
Web ページの処理が簡単になります。 ここでは、 戻されたページの </body> タグの直前に iframe 要素を
挿入します。
iframe のページには不正な PDF を読み込むリンクが含まれています。 iframe のサイズを 0 にすると、 ユー
ザーがフレームの存在に気付くことはまずありません。 iframe をページの一番下に挿入する場合もありま
す。 今回の攻撃では、 スクリーンを見ている聴衆が気付くように、 サイズを少し大きめに設定しました。
PDF ファイルには特殊な FreeType Type 1 フォントが埋め込まれています。 これにより、 Mobile Safari Web
ブラウザーの脆弱性を悪用して特別なコードを実行し、 デバイスにペイロードをダウンロードします。 攻撃
対象の iPad は、 ローカルの HTTP サーバーからこれらのファイル （saffron .deb パッケージ、 freeze.tar.
xz、 install.dylib） をダウンロードします。 ローカル マシンを参照するドメインの SSL 証明書を生成している
ため、 PDF のダウンロード中は SSL 接続が維持され、 Safari の画面には鍵のアイコンが表示されます。 こ
のアイコンを見てユーザーは安全だと思い込みます。
攻撃対象の iPad にはペイロードをダウンロードして、 SSH サーバー、 VNC、 HTTP サーバからの依存関
係をインストールします。 JBME の場合、 通常この段階で Cydia をインストールしますが、 今回は攻撃の
兆候を隠したくないため、 デスクトップにアイコンを作成したり、 Cydia をインストールしないように JBME
の star_ コードを変更しました。 また、 postinstall スクリプトを使用して、 iOS のシステム設定メニューから
VNC のアイコンや設定などの痕跡を削除します。 次に、 postinstall スクリプトが ping コマンドを実行し、
攻撃対象のデバイスがポート 22 での接続を待機していることを確認します。 ここでは、 ターミナルで実行
されている tcpdump を ping で確認しています。
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攻撃の結果
次に、 SSH を使用してデバイスに root 権限で接続し、 必要な操作を実行します。 たとえば、 個人的なメッ
セージを閲覧したり、 写真のダウンロード、 連絡先の取得、 キーロガーなどのアプリケーションのインストー
ルなどを行います。
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VNC サーバーが適切に応答するように iPad のインタフェースを再ロードします。 次に、 任意の VNC クラ
イアントを起動し、 攻撃対象のデバイスに接続します。 これで、 ユーザーが iPad で行っている操作をすべ
て確認できます。 また、 デバイスを操作することもできます。

これらの処理は内部的に実行されているので、 ユーザーは引き続き Gmail を使用し、 Web サイトを使用
することができます。 システムが侵入され、 個人情報が盗まれていることには気付きません。
iPad の画面に SpringBoard が表示されると、 FOCUS の聴衆は拍手を始めました。 何人かは私たちに近
づき質問をしました。 中には、 我々がカンファレンスの開催中にハッキングを行っていないことを確認する
人もいました。 勿論、 そのようなことは行っていません。 あくまで攻撃の手口を紹介しただけです。
結論
Apple iOS は他の多くの OS よりも安全ですが、 侵入不能というわけではありません。 この OS とアプリケー
ションの脆弱性はいまだに見つかっています。 Apple の努力はあるものの、 このベンダーにモバイル端末
の保護を依存することはできません。
油断は大敵です。 今回のデモでも明らかなように、 SSL を使用していても攻撃を受ける可能性があります。
ユーザーに察知されなければ攻撃は成功します。 強固なパスワードだけでもデータ、 金銭、 個人情報を
保護できると思いがちです。 包括的なファイアウォールやアプライアンスを導入したり、 優れたマルウェア
対策を利用すれば安全だと思っているかもしれません。 実際には、 これらのセキュリティ対策を組み合わ
せて利用しています。 しかし、 インターネットを安全に利用するには、 危険性を常に意識していることが最
も重要です。 ネット上には悪意のある人物が存在し、 ソフトウェアには脆弱性が存在していることを認識し、
これらの問題を修正して攻撃に対処することが肝要です。
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脆弱性の中にはそれほど影響がないように見えるものもあります。 単独で見れば、 デバイスへの侵入は
不可能に思えるかもしれません。 しかし、 これらの脆弱性が同時に悪用されると、 重大な問題が発生す
る場合があります。 一見無害に見えるものでも有害なものに変わることがあります。 優れたツールでも、
攻撃者や犯罪者の手に渡れば、 システムの侵入に利用されかもしれません。
脆弱性はどのソフトウェアにも存在します。 ベンダーのアドバイザリーを頻繁に確認し、パッチを適用したり、
対策を講じる必要があります。 ネットワーク上に存在する脆弱なソフトウェアを通知するツールもあります。
このようなセキュリティ対策の利用も検討するべきです。
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