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1. はじめに
1.1.

本マニュアルについて

本マニュアルは、ソースコードセキュリティ検査ツール「iCodeChecker(アイコードチェッカー)」の利用方法を
説明したものです。iCodeChecker は下記の URL からダウンロードすることができます。


1.2.

iCodeChecker の公開 URL
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/iCodeChecker/

iCodeChecker とは

iCodeChecker は、C 言語で作成されたソースコードに脆弱性が存在しないかどうかを確認するソースコー
ドセキュリティ検査を行うためのツールです。検査結果として、脆弱性の原因となるコードの箇所とその修正方
法を解説するレポートを出力します。また、ソースコードセキュリティ検査を容易に実施できるように簡易 Web
インタフェースを備えています。利用者は、iCodeChecker の利用を通して、脆弱性に関する理解を深めると同
時に、ソースコードセキュリティ検査手法を用いた安全なソフトウェア開発について理解できます。図 1 に
iCodeChecker の利用イメージを示します。

①プログラムを作成する

⑤安全な開発手法を
身に付けることができる

作成した
脆弱なプログラム

④自身でプログラムの
脆弱な箇所を修正する
修正した安全な
プログラム

IPAツール

②作成したプログラムに脆弱性がないか、
ツールで確認する
組み込み開発向けソースコード診断ツール

1.
2.
3.

main.c - 27行目
main.c - 101行目
util.c - 327行目
・・・
・・・
・・・

1. main.c - 27行目
・・・
・・・
■脆弱性・問題の解説
・・・

IPAの既存
コンテンツ

■本脆弱性・問題の脅威
・・・

■対策（修正方針）
・・・
■参考情報
・・・

IPAツール

③ツールの検査結果レポートを利用して
自身が作成したソースコードの脆弱な箇所を
把握し、対策方法(何が問題で、どう直せば
良いか)までを学習する

図 1

iCodeChecker の利用イメージ
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1.3.

用語集

本マニュアルで使用する用語を表 1 に示します。
表 1 用語集
用語
検査
iCodeChecker
VM イメージ形式
パッケージ形式
ソースコード形式
簡易 Web インタフェース
検査コマンド
プロジェクト
サンプルソースコード
CWE
ゲスト OS
ホスト OS
VMware Player

説明
ソースコードセキュリティ検査のこと
IPA が提供するソースコードセキュリティ検査ツール
iCodeChecker の利用形式 1
iCodeChecker をインストールした仮想マシンイメージの形式
iCodeChecker の利用形式 2
インストールするだけで利用可能な実行形式
iCodeChecker の利用形式 3
ソースコードからビルドして利用する形式
iCodeChecker を Web ブラウザから利用するためのインタフェース
iCodeChecker を端末上でコマンドとして利用するための実行ファイル
一つの実行ファイルを作成するためのソースコードファイル群
iCodeChecker に同梱されている脆弱性を含むサンプルソースコード
脆弱性の種類を識別するための共通の脆弱性タイプの一覧
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/CWE.html
仮想マシンの実行環境上で動作する OS。本書では、iCodeChecker が動作す
る Ubuntu をさす。
仮想マシンの実行環境が動作する。本書では、Windows をさす。
VMware, Inc が提供する仮想マシンの実行環境製品
http://www.vmware.com/jp/products/desktop_virtualization/player/overview

-5-

1.4.

iCodeChecker 利用の流れ

iCodeChecker 利用の流れを図 2 に示します。「2 利用形式の選択」を参考に、利用する形式を選択し、図
2 に示す利用の流れに沿ってツールを利用してください。

開始
2章
利用形式の選択
3章
インストール

4章
検査の実施

5章
レポートの確認

VMイメージ

パッケージ

ソースコード

3.1 VMイメージ

3.2 パッケージ

3.3 ソースコード

4.3 検査コマンド

4.2 Webインタフェース

再検査
テキスト形式

HTML形式

検査終了
7章
アンインストール

7.1 VMイメージ

図 2

7.2 パッケージ

7.3 ソースコード

iCodeChecker の利用の流れ1

1 図中の番号は対応する見出し番号を表しています
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脆弱性の修正

2. 利用形式の選択
iCodeChecker は、VM イメージ形式、パッケージ形式、ソースコード形式の 3 つの利用形式で配布していま
す。ここでは、3 つの利用形式の特徴を説明します。それぞれの形式の特徴を理解して、利用形式を選択してく
ださい。
(1). VM イメージ形式の特徴（IPA お勧め）
 Windows の環境しかない場合には、VM イメージ形式を利用してください。
 iCodeChecker がインストールされているため、すぐに利用可能です。
 セミナーでの利用、大学の授業での利用など、複数の人に同一の環境を提供したい場合に適して
います。コピーして利用することで、すべての人が同じ環境を利用でき、また、簡単に初期状態に
戻すことができます。
 ファイルサイズが非常に大きいため、ダウンロードに時間がかかります。また、大きなハードディス
クドライブ領域が必要です (表 4 を参照)。
 表 2 の動作環境が必要となります。
表 2
OS
CPU
システムメモリ
ハードディスクドライブ
必須ソフトウェア

VM イメージ形式の動作環境(Windows 環境で利用)
VMware Player が動作する Windows 環境
1GHz 以上の x86 互換プロセッサ
2GB 以上
20GB の空き領域
VMware Player 4 以降

(2). パッケージ形式の特徴
 Ubuntu2が用意されていれば、インストーラーや、動作に必要なパッケージが同梱されているため、
すぐに利用可能です。
 動作確認を行っている、OS は、Ubuntu のみです。Ubuntu へのインストールが必要になるため、
独自に Ubuntu を用意する必要があります。
 ファイルサイズは VM イメージ形式に比べて、比較的小さくなっています(表 4 を参照)。回線の問
題から、VM イメージ形式のダウンロードが難しい場合に利用してください。
 表 3 の動作環境が必要となります。
表 3 パッケージ形式およびソースコード形式の動作環境(Ubuntu で利用する場合)
OS
Ubuntu 11.10 Desktop (32 ビット版)
CPU
1GHz 以上の x86 互換プロセッサ
システムメモリ
1GB 以上
ハードディスクドライブ
5GB の空き領域
ブラウザ
Mozilla Firefox 日本語版 バージョン 6 以降

2 http://www.ubuntulinux.jp/
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(3). ソースコード形式の特徴
 ファイルサイズが非常に小さいため、ダウンロードに時間がかかりません。
 動作確認を行っている、OS は、Ubuntu のみです。Ubuntu へのインストールが必要になるため、
独自に Ubuntu を用意する必要があります。
 iCodeChecker の動作に必要なソフトウェアを独自にインストールし、コンパイルが必要ですので、
Linux に関する専門的な知識が必要となります。専門的な知識を持っていない場合は、VM イメー
ジ形式か、パッケージ形式を利用してください。
 開発者がソースコードを自分の環境に合わせてカスタマイズしたい場合などに利用してください。
 基本的な動作環境は、パッケージ形式と同様です（表 3）。
表 4 に、それぞれの形式のファイルサイズと、回線速度が 4M[bps]であると仮定した場合のダウンロード時
間の目安を示します。

形式
VM イメージ形式
パッケージ形式
ソースコード形式

表 4 ファイルサイズとダウンロード時間の目安3
サイズ
時間
約 1.7[GB]
約 80[MB]
約 1[MB]

3 利用されているインターネット環境やダウンロードサイトの回線の状況(混雑状況)などにより変わります。
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約 1 時間
約3分
約2秒

3. インストール手順
本章では、iCodeChecker のインストール手順を説明します。利用形式によってインストール手順が異なりま
す。ご利用になる利用形式のインストール方法をお読みください。
 VM イメージ形式
→ 「3.1 VM イメージ形式のインストール手順」
 パッケージ形式
→ 「3.2 パッケージ形式のインストール手順」


ソースコード形式
→ 「3.3 ソースコード形式のインストール手順」

3.1.

VM イメージ形式のインストール手順

本節では、iCodeChecker の「VM イメージ形式」のインストール手順について説明します。表 2 に示した通
りの Windows 環境を想定しています。なお、VM イメージを利用するためには、VMware Player4がインストー
ルされている必要があります。
「VM イメージ形式」の iCodeChecker は次の手順でインストールしてください。
① 次のウェブページ上のリンクからミラーサイトへアクセスし、ZIP 圧縮された VM イメージおよび署
名ファイルをダウンロードします。
＜URL＞ http://www.ipa.go.jp/security/vuln/iCodeChecker/iCodeChecker_dl.html#vm
＜ファイル＞ iCodeChecker_vm.zip、iCodeChecker_vm.asc
② ツールの正当性を確認します（詳細な手順は「3.4 ダウンロードしたファイルの検証手順」を確認し
てください）。
③ ダウンロードした ZIP ファイルを任意のフォルダに展開します。なお、展開する前に、HDD の空き
容量が 20 [GByte]以上あることを確認してください。
④ 展開されたファイルの「iCodeChecker.vmx」をダブルクリックして VM イメージを起動します。
⑤ VM イメージの起動が完了すると、図 3 に示すように「Ubuntu」デスクトップ画面が表示されます。

4 http://www.vmware.com/jp/products/desktop_virtualization/player/overview
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図 3 VM イメージの起動完了画面
⑥ 画面左上にある「iCodeChecker へのリンク」というアイコンをダブルクリックします（図 4）。

図 4 「iCodeChecker へのリンク」を開く
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⑦ 「iCodeChecker へのリンク」を開くと iCodeChecker のインストールディレクトリが開きます。図 5
に示すファイルとディレクトリが表示されれば、VM イメージのインストールは完了です。

図 5 iCodeChecker のインストールディレクトリのファイル一覧
なお、VM イメージには、VMware Tools がインストールされており、ホスト OS とゲスト OS の Ubuntu との
間でファイルのドラッグ&ドロップおよびテキストのコピー&ペーストが可能になっています。
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3.2.

パッケージ形式のインストール手順

本節では、iCodeChecker の「パッケージ形式」のインストール手順について説明します。表 3 に示した通り
の Ubuntu の環境を想定しています。iCodeChecker をインストールする際の Ubuntu は利用者自身で用意す
る必要があります。
「パッケージ形式」の iCodeChecker は次の手順でインストールしてください。
① インストールする Ubuntu にログインします。
② 次のウェブページ上のリンクからミラーサイトへアクセスし、ZIP 圧縮されたパッケージおよび署名
ファイルをダウンロードします。
＜URL＞ http://www.ipa.go.jp/security/vuln/iCodeChecker/iCodeChecker_dl.html#pkg
＜ファイル＞ iCodeChecker_pkg.zip、iCodeChecker_pkg.asc
③ ツールの正当性を確認します。（詳細な手順は「3.4 ダウンロードしたファイルの検証手順」を確認
してください）
④ iCodeChecker をインストールしたいディレクトリに ZIP 圧縮されたパッケージを保存、右クリックし、
「ここに展開する」という項目を選択し展開します（図 6）。

図 6 パッケージ形式の展開
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⑤ 正常に展開が完了すると iCodeChecker というディレクトリの中に、図 7 に示すファイル群が作成
されます。

図 7 パッケージ形式のファイル一覧
⑥ 次にインストールスクリプト「install.sh」をダブルクリックします。
⑦ 図 8 に示すダイアログが表示されますので、「端末内で実行する」をクリックします。5

図 8 インストールスクリプト(install.sh)の実行
⑧ インストールするための端末が起動し、図 9 に示すメッセージが表示されます。ログインしている
ユーザーアカウントのパスワードを入力します。（図 9 はユーザアカウントが ipa の場合の例です）
5

その他のボタンをクリックした場合、インストールは行われません。
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図 9 パスワード入力時の画面
⑨ パスワードを入力すると自動でパッケージのインストールが行われます。しばらくするとインストー
ル完了のメッセージが表示されます。図 10 に示すメッセージが表示されれば、パッケージ形式の
インストールは完了です。パッケージを展開したディレクトリで iCodeChecker が使用可能になり
ます。

図 10 パッケージのインストール完了画面
「パッケージ形式」の iCodeChecker のインストールディレクトリは、手順④で展開したディレクト
リです。インストールディレクトリを変更したい場合は、展開したディレクトリ全体をコピーしてください。
また、「パッケージ形式」の iCodeChecker へは、パスがとおっていません。必要に応じて、インス
トール先ディレクトリへのパスを環境変数に登録してください。
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3.3.

ソースコード形式のインストール手順

本節では、iCodeChecker の「ソースコード形式」のインストール手順について説明します。表 3 に示した通
りの Ubuntu の環境を想定しています。iCodeChecker をビルド、インストールする際の Ubuntu は利用者自身
で用意する必要があります。
「ソースコード形式」の iCodeChecker は次の手順でインストールしてください。
① 次のウェブページから、ZIP 圧縮されたソースコードおよび署名ファイルをダウンロードします。
＜URL＞ http://www.ipa.go.jp/security/vuln/iCodeChecker/iCodeChecker_dl.html#source
＜ファイル＞ iCodeChecker_src.zip、iCodeChecker_src.asc
② ツールの正当性を確認します。（詳細な手順は「3.4 ダウンロードしたファイルの検証手順」を確認
してください）
③ 端末を起動して以下のコマンドを実行し、ZIP 圧縮されたソースコードを任意の場所に展開します。
ます。
$ unzip iCodeChecker_src.zip

④ 展開すると「iCodeChecker_src」というディレクトリが作成されます。なお、「iCodeChecker_src」
ディレクトリのファイル一覧は次のとおりです。
$ ls iCodeChecker_src
COPYING README.txt en

ja

report

res

sample

src

web

⑤ iCodeChecker のビルドに必要な環境およびパッケージとそのインストール手順が「README.txt」
に記載されています。「README.txt」の手順に従って必要なパッケージをインストールしてくださ
い。
⑥ 必要なパッケージのインストールが完了したら、「iCodeChecker_src/src」に移動し、make コマン
ドを実行して iCodeChecker をビルドします。
$ cd iCodeChecker_src/src
$ make
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⑦ ビルドが完了すると「iCodeChecker_src」に ichecker が作成されます。下記のコマンドを実行して
ichecker が存在することを確認できたらインストールは完了です。
$ cd ../../
$ ls iCodeChecker_src
$ COPYING README.txt en

ichecker

ja

report

res

sample

src

web

「ソースコード形式」の iCodeChecker のインストールディレクトリは、手順③で展開したディレクト
リです。インストールディレクトリを変更したい場合は、展開したディレクトリ全体をコピーしてください。
また、「ソースコード形式」の iCodeChecker へは、パスがとおっていません。必要に応じて、インス
トールディレクトリへのパスを環境変数に登録してください。
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3.4.

ダウンロードしたファイルの検証手順
※注意
iCodeChecker は、GNU General Public License バージョン 3 (GPLv3)のもと配布されており、
再配布および改造が許可されています。
そのため、第三者のウェブサイト（IPA 以外のウェブサイト)からダウンロードしたファイルは、不正
に改ざん等がなされている可能性がありますので、改ざんされていない正しいファイルであるか、以
下の手順で必ず検証を行なってください。
正しいファイルであることが検証できないプログラムを利用した場合には、お問合せ等をいただい
たとしても、お答えしかねる場合がございます。

Windows 環境で検証を行うには、GnuPG6 をインストールする必要があります。Ubuntu の場合はデフォル
トでインストールされています。
① 検証を行うための PGP 公開鍵(IPA/ISEC ルート鍵)を IPA のサイトからダウンロードします。
＜URL＞ https://www.ipa.go.jp/security/pgp/root.asc

② ダウンロード先のディレクトリ（フォルダ）で下記コマンドを実行し、ルート鍵をインポートします。
$ gpg --import root.asc

③ 続いて下記コマンドを実行し、次にインポートしたルート鍵のフィンガープリント（指紋）を表示しま
す。
$ gpg --fingerprint

④ ③で表示されたフィンガープリントが、IPA の下記のページの「PGP 鍵 > （1）IPA/ISEC ルート鍵
> フィンガープリント」に記載されているものと一致することを確認します。
＜URL＞ https://www.ipa.go.jp/security/pgp/index.html

⑤ ルート鍵のフィンガープリントが一致していることを確認した後、下記コマンドを実行します。
$ gpg --edit-key isec-info@ipa.go.jp
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⑥ gpg> というプロンプトが表示されたら「trust」と入力し、鍵の信用度を「5」に設定します。「quit」と入
力し、gpg を終了します。
gpg> trust
pub 1024D/C27F615A

作成: 2003-04-30 満了: 無期限
利用法: SCA
信用: 未知の
有効性: 未知の
[ unknown] (1). IPA Security Center (Root) <isec-info@ipa.go.jp>
他のユーザーの鍵を正しく検証するために、このユーザーの信用度を決めてください
(パスポートを見せてもらったり、他から得た指紋を検査したり、などなど)
1
2
3
4
5
m

=
=
=
=
=
=

知らない、または何とも言えない
信用しない
ある程度信用する
完全に信用する
絶対的に信用する
メーン・メニューに戻る

あなたの決定は? 5
本当にこの鍵を絶対的に信用しますか? (y/N) y

⑦ 次に配布ファイルの署名に使われている公開鍵を IPA の下記 URL からダウンロードします。この
公開鍵は先に信頼したルート鍵で署名されています。
＜URL＞ https://www.ipa.go.jp/security/pgp/iCodeChecker_key.asc

⑧ ダウンロード先のディレクトリ（フォルダ）で下記コマンドを実行し、公開鍵をインポートします。
$ gpg --import KEY

⑨ ダウンロードした ZIP ファイルと署名ファイル（.asc）を同じディレクトリに置いたうえで、下記のコマ
ンド7を実行します。
$ gpg --verify iCodeChecker_vm.zip.asc iCodeChecker_vm.zip

6 http://www.gnupg.org/
7 「VM イメージ形式」を例に説明しています。ファイル名はそれぞれの形式に合わせて、読み替えてください。
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⑩ ⑨を実行した結果、下記のメッセージが表示された場合、ダウンロードしたファイルは、正しいファ
イルです。
gpg: “IPA Security Center (iCodeChecker Inquiry) <isec-ichecker@ipa.go.jp>”からの正しい署名

「不正な 署名」というメッセージが表示された場合はファイルが正しくありません。IPA が推奨する
ウェブサイト8からダウンロードをしなおしてください。

8 http://www.ipa.go.jp/security/vuln/iCodeChecker/
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4. ソースコードセキュリティ検査の手順
本章では、検査の手順と、その理解に必要なプロジェクトと検査方式について説明します。iCodeChecker
は 2 つの方法で検査を実施することができます。ひとつは簡易 Web インタフェースを介して検査を行う方法で
す。もうひとつはコマンドラインから検査を行う方法です。


簡易 Web インタフェース
→ 「4.1 簡易 Web インタフェースを利用した検査手順」



コマンドライン
→ 「4.2 検査コマンドによる検査」

※注意





コンパイルエラーが発生するソースコードは検査することができません。検査の前にソースコー
ドがエラーなくコンパイルできることを確認してください。
iCodeChecker は、ただ 1 つの main 関数を含む、ソースコードファイルの集まりである「プロジ
ェクト」単位を 1 回の検査対象とします。
入力されたファイルに 2 つ以上の main 関数が含まれる場合は正しく検査が行えないため、入
力はプロジェクト毎に行なってください。
検査は、main 関数から仮想的にソースコードを実行しながら行われ、変数の取り得る範囲を追
跡します。多くの for 文や関数呼び出しなどを含むソースコードの場合、検査完了に非常に時
間がかかる場合があります。
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4.1.

簡易 Web インタフェースを利用した検査手順

簡易 Web インタフェースを用いたソースコード検査は、次の手順で行います。
① インストーディレクトリの「Web」ディレクトリを開き、「start.rb」をダブルクリックします。

図 11 簡易 Web インタフェースの起動 1
② 図 12 に示すダイアログが表示されますので、「実行する」をクリックします。9

図 12 簡易 Web インタフェースの起動 2

9

なお、「端末内で実行」をクリックすると、簡易 Web インタフェースと同時に不要な端末が起動します。その他
のボタンをクリックしても簡易 Web インタフェースは起動しません。
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③ ブラウザが起動し、検査対象指定画面が表示されます。「参照」ボタンをクリックし、「ファイルのア
ップロード」ダイアログを表示します（図 13）。

図 13 検査対象ファイルの選択 1
④ 図 14 に示したダイアログで検査対象のファイルを選択し、「開く」ボタンをクリックします10。ここで
は「/home/user/デスクトップ/sample.c」を検査対象ファイルとして選択しています。複数のファイ
ルを含む「プロジェクト」を検査する場合は、検査したいファイルを１つのディレクトリに格納したうえ
で ZIP ファイルに圧縮し、検査対象ファイルとして、選択してください。

図 14 検査対象ファイルの選択 2

10

ファイル名に利用できる文字は半角英数字および「.」「-」「_」のみです。
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⑤ 指定したファイルへのパスがテキストボックスに表示されます（図 15）。「検査開始」ボタンをクリッ
クし、検査を開始します。正常に検査が開始されると検査中を示すプログレスバーと文字列が表
示されます（図 16）。

図 15 検査対象ファイルの選択 3

図 16 検査の開始
⑥ 検査が完了すると検査結果出力画面に遷移します。検査結果の閲覧方法は「5.検査結果レポート
の確認手順」を参照してください。なお、検査結果出力画面に遷移しない場合は、「11 うまく動作し
ないときは」を参照してください。
⑦ 誤って簡易 Web インタフェースを閉じてしまった場合は、「11 うまく動作しないときは」の手順を参
照し、再度簡易 Web インタフェースを開いてください。
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4.2.

検査コマンドによる検査手順

検査コマンドを用いたソースコード検査は、次の手順で行います。
①

メニューから「Dash ホーム」を選択し、検索バーに「terminal」と入力します。
「端末」アイコンをクリックし、端末を起動します（図 17）。

図 17 端末の起動
② 端末が起動すると、図 18 のようなウィンドウが開きます。

図 18 端末の起動画面
③

端末上で iCodeChecker のインストールディレクトリに移動します。
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④ コマンドラインに次のように入力し、検査コマンドを実行します。ここでは「/home/user/デスクトップ/」
に配置された「sample.c」というファイル名のソースコードを検査対象にしています。
$ ./ichecker /home/user/デスクトップ/sample.c -o /home/user/report/

また、複数のソースコードファイルから構成されるプロジェクトを検査する場合、以下のようにそれ
ぞれのファイルのパスを指定します。ここではカレントディレクトリの sample.c、sample2.c という
ファイル名の２つのソースコードを検査対象にしています。
$ ./ichecker sample.c sample2.c -o /home/user/report/

ここでは最小限の利用方法のみを説明しています。例えばディレクトリ内に存在するプロジェクトを
一括で検査したい場合は、「-r オプション」を指定することで検査可能です。詳しくは、「8.1．検査コ
マンドで利用可能なオプション」を参照してください。
⑤ 検査コマンドによる検査が完了し、脆弱性が発見された場合、以下のように端末に検査結果が表
示されます。
ソースコードセキュリティ検査が完了しました。
1 個の脆弱なコードが見つかりました。
脆弱性一覧を以下に出力しました。
/home/user/report/index.txt

「/home/user/report/」に検査結果が出力されます。検査結果レポートの詳しい閲覧方法は、次
章「5．検査結果レポートの確認手順」を参照してください。
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4.3.

サンプルソースコードを利用した検査手順

iCodeChecker には、動作を確認するために、25 種類の脆弱性を含むサンプルソースコードが付属してい
ます。
ここでは、サンプルソースコードを用いた検査の例として、簡易 Web インタフェースを利用し、サンプルソー
スコード「vuln-01.c」を検査する手順を説明します。このサンプルソースコードは、固定長のバッファに対してコ
マンドライン引数の文字列をコピーするプログラムで、「CWE-120 入力サイズ未チェックでのバッファコピー
（バッファオーバーフローの問題）」があります。
他の 24 個のサンプルソースコードも同様の手順で検査することができ、異なる脆弱性のレポートを確認でき
ます。なお、コマンドによる検査を行う場合は「4.2．検査コマンドによる検査」を参照してください。
① 「4.1 簡易 Web インタフェースを利用した検査手順」と同じ手順で簡易 Web インタフェースを起動し
ます。
② 検査対象ファイルに iCodeChecker のインストールディレクトリにある「./sample/vuln-01.c」を指
定します（図 19）。

図 19 サンプルソースコードの選択
③ 検査開始ボタンをクリックします。

検査が完了すると、HTML 形式の検査結果レポートが表示されます。検査レポートの閲覧方法は、次章「5．
検査結果レポートの確認手順」を参照してください。
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5. 検査結果レポートの確認手順
iCodeChecker は、脆弱性の原因となるコードとその修正方法を解説する日本語のレポートを出力します。
検査結果レポートは、HTML とテキストの 2 通りの形式で出力することが可能です。どちらの形式でも記載され
ている検査結果の内容は同じです。
簡易 Web インタフェースを使って検査を行った場合、「5.1 簡易 Web インタフェースを利用した検査の場合」
の確認手順に沿い、Web ブラウザで HTML 形式のレポートを確認してください。検査コマンドを使って検査を
行った場合、「5.2 検査コマンドを利用した検査の場合」の確認手順に沿い、エディタ等でテキスト形式のレポ
ートを確認してください。
なお、どちらの場合でも脆弱性が発見された場合、検出された脆弱性の一覧と個別の脆弱性レポートが作
成されます（表 5）。個別の脆弱性レポートは検出された脆弱性毎に個別のファイルとして作成されます（図
20）。個別の脆弱性レポートの内容については、「5.3 個別の脆弱性レポートの内容の確認」を参照してくださ
い。

種類
脆弱性一覧
個別の脆弱性レポート

表 5 検査結果レポートのファイル構成
出力ファイル名
index.html または index.txt
<ソースファイル名>_<検出行数>_<連番>.<html または txt>
個別の脆弱性レポート
バッファオーバー
フローの問題
...

検出された脆弱性一覧
整数オーバーフ
ローの問題
...

main.c
11行目
22行目
util.c
18行名

未初期化変数利
用の問題
...

図 20 検査結果レポートの構成例
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5.1.

簡易 Web インタフェースを利用した検査の場合の確認手順

簡易 Web インタフェースを利用して検査を実施した場合、検査終了後、ウェブブラウザ上に脆弱性レポート
が HTML 形式で出力されます。HTML 形式のレポートでは、検出された脆弱性一覧から個別の脆弱性レポー
トへのリンクをクリックして詳細を閲覧できます。HTML 形式の検出された脆弱性一覧は、図 21 のように 3 つ
の領域から構成されます。

図 21 HTML 形式の脆弱性一覧画面
レポート出力パス領域
レポートが出力されたディレクトリパスが記載される領域。
脆弱性一覧領域
検出された脆弱性の一覧が表示される領域。検出されたファイルの名前と行番号が一覧で表
示されます。
レポート表示領域
検出された各脆弱性の詳細なレポートが表示される領域。脆弱性一覧領域で選択された脆弱
性に関する情報が表示されます。
- 28 -

5.2.

検査コマンドを利用した検査の場合の確認手順

検査コマンドによる検査を実施して脆弱性が発見された場合、以下のように出力結果が表示されます。
$ ./ichecker vuln-01.c
ソースコードセキュリティ検査が完了しました。
1 個の脆弱なコードが見つかりました。
脆弱性一覧を以下に出力しました。
/home/ipa/home/index.txt

テキスト形式の脆弱性一覧（index.txt）には、検査対象のソースコードから検出された脆弱性の数だけ以下
のような行が記載されます。この index.txt に記載された内容をもとに、各レポートを参照してください。下記の
例では、「vuln-01.c_44_1.txt」がテキスト形式の個別の脆弱性レポートになります。
No., 脆弱性が検出されたファイル名, 行数, 脆弱性名, レポートファイル名
1, vuln-01.c, 44, CWE-120 入力サイズ未チェックでのバッファコピー（バッファオ
ーバーフローの問題）, vuln-01.c_44_1.txt

5.3.

個別の脆弱性レポートの内容の確認

個別の脆弱性レポートに記載される内容を表 6 に示します。下表に列挙する項目が順番に記載されます。
脆弱性レポートは、脆弱性を示すパターンと脆弱性の可能性を示すパターンがあります。「問題の原因」を確
認することでパターンを判別できます。
「参考情報」は、外部サイトへのリンクとなっていますのでインターネットに接続可能な環境で閲覧してくださ
い。なお、VM イメージ形式は、インターネットへの接続が行えませんので、URL または脆弱性レポートをホスト
OS にコピーしてホスト OS 上で閲覧してください。

No.

3
4

項目名
脆弱性名
問題が検出された
ファイル名と行数
問題検出箇所
問題の原因

5
6
7

脅威
修正方法及び修正例
参考情報

1
2

表 6 脆弱性レポートの内容
説明
CWE 番号と脆弱性名
脆弱性を検出したソースコードのファイル名及びパスと
脆弱性を検出した行数
脆弱性を検出した行のコードとその前後 3 行のコード
脆弱性となる原因の解説、または脆弱性となる可能性がある原
因の解説
脆弱性が存在した場合の脅威を解説
該当脆弱性の一般的なコードの修正方法、及び修正例を解説
脆弱性や修正方法に関する参考情報の URL
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図 22 に HTML 形式のレポートの例を示します。

図 22 HTML 形式のレポートの例
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図 23 に脆弱性の可能性を示す HTML 形式のレポートの例を示します。
「1.脆弱性名」の下に脆弱性が存在する可能性を検出したことを示すメッセージが表示されます。

1. 脆弱性名

脆弱性が存在する可能性
があることを示すメッセージ

2. 問題が検出された
ファイル名と行数

3. 問題検出箇所

4. 問題の原因

5. 脅威

6. 修正方法及び修正例

7. 参考情報

図 23

脆弱性の可能性を示す HTML 形式のレポートの例
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図 24 にテキスト形式のレポートの例を示します。

図 24 テキスト形式のレポートの例

- 32 -

図 25 に脆弱性の可能性を示す HTML 形式のレポートの例を示します。
「1.脆弱性名」の下に脆弱性が存在する可能性を検出したことを示すメッセージが表示されます。
【脆弱性名】
CWE-190 整数オーバーフローの問題

1. 脆弱性名

※この脆弱性レポートは、脆弱性が存在する可能性がある場合に出力されます。
必ずしも脆弱性が存在するわけではありません。
「問題検出箇所」と「修正方法及び修正例」を参考に脆弱性が存在するか
（または、正しく修正されているかどうか）確認してください。

脆弱性が存在する可能性
があることを示すメッセージ

【問題が発見されたファイル名と行数】
vuln-17.c:50
(/home/ipa/iCodeChecker/sample/vuln-17.c)

2. 問題が検出された
ファイル名と行数

【問題検出箇所】
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:

printf("%d + %d = %d¥n", HEADER_LENGTH, datalen, sum);

3. 問題検出箇所

/* バッファを確保する */
buf = (char*)malloc(sum);
/* 配列の要素に値を設定する */
for(i = 0; i < sum; i++)

【問題の原因】
変数の型で表現できる最大値を超えた値が代入されている整数型変数が利用されている可能性があ
ります。
事前条件をもとに、整数型変数の値が変数の型で表現できる範囲内に収まることを検証していない
可能性があります。
【脅威】
整数型変数の値が、演算等によって変数の型で表現できる最大値より大きな値になると、整数オー
バーフローが発生してしまい、開発者の想定していない値になってしまいます。その結果、バッファ
オーバーフロー等が発生する原因となる可能性があります。
本問題が悪用されバッファオーバーフローが発生すると、メモリ上の大事なデータを上書きされてしま
い、プログラムを異常終了されたり、外部から任意のコードを実行されたりする可能性があります。
【修正方法及び修正例】
整数型変数に関わる処理を行う場合、事前条件をもとに、演算結果が用意した整数型変数の型で表
現できる範囲に収まることを確認しましょう。
次に問題のあるコードの例を示します。

4. 問題の原因

5. 脅威

6. 修正方法及び修正例

1: #define HEADER_LENGTH 128
2: int func(int datalen)
3: {
4: int sum = 0;
5: char* buf = (char*)NULL;
6:
7: sum = HEADER_LENGTH + datalen;
8:
9: buf = (char*)malloc(sum);
10: ...
11:
12: free(buf);
13: return 0;
14: }
・・・
【参考情報】
セキュア・プログラミング講座 第10章 著名な脆弱性対策 整数オーバーフロー攻撃対策
http://www.ipa.go.jp/security/awareness/vendor/programmingv2/contents/c907.html
CERT セキュアコーディングスタンダード INT30-C. 符号無し整数の演算結果がラップアラウンドしないよ
うにする
http://www.jpcert.or.jp/sc-rules/c-int30-c.html

7. 参考情報

CERT セキュアコーディングスタンダード INT32-C. 符号付き整数演算がオーバーフローを引き起こさな
いことを保証する
http://www.jpcert.or.jp/sc-rules/c-int32-c.html
AppGoat(整数オーバーフローによる異常終了)
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/appgoat/
CWE-190: Integer Overflow or Wraparound
http://cwe.mitre.org/data/definitions/190.html

図 25 脆弱性の可能性を示すテキスト形式のレポートの例
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6. 簡易 Web インタフェースの停止手順
簡易 Web インタフェースを利用して検査を行った場合は、検査完了後に終了処理を行う必要があります。
次の手順で終了してください。
① ブラウザを閉じてから、「web」ディレクトリの中の「stop.rb」をダブルクリックします（図 26）。

図 26 終了スクリプトの実行 1
② 図 27 に示すダイアログが表示されますので、「実行する」をクリックします。11

図 27 終了スクリプトの実行 2

11

なお、「端末内で実行」をクリックすると、不要な端末が表示された後に、簡易 Web インタフェースが終了しま
す。その他のボタンをクリックしても簡易 Web インタフェースは終了しません。
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③ 簡易 Web インタフェースの停止が完了すると、図 28 に示す通知が表示されます。

図 28 簡易 Web インタフェースの終了通知
以上で簡易 Web インタフェースの停止が完了します。
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7. アンインストール手順
7.1.

VM イメージ形式の場合

VM イメージの iCodeChecker をインストールした場合、VMware Player をシャットダウンし、VM イメージを
展開したフォルダを削除することでアンインストールできます。フォルダの削除は VMware Player を終了後に
行ってください。VMware Payer が起動している場合は削除できません。

7.2.

パッケージ形式の場合

パッケージからインストールした場合、インストールディレクトリの「lib ディレクトリ」の中にある「uninstall.sh」
を実行してください。その後、パッケージを展開したディレクトリを削除することでアンインストールできます。
なお、gcc-4.4, ruby1.9.1, libboost1.46.1 およびこれらの依存パッケージは、他のソフトウェアで利用される
可能性があり、依存関係の問題を避けるためにアンインストール行いません。必要に応じて、手動でアンインス
トールを実施してください。

7.3.

ソースコード形式の場合

ソースコードからビルドした場合、ソースコードを展開したディレクトリを削除してください。ビルドのためにイン
ストールしたパッケージ等が不要の場合は手動でアンインストールしてください。
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8. 詳細な利用方法
本章では、より詳しい iCodeChecker の利用方法について記載します。

8.1.

検査コマンドで利用可能なオプション

本節では、iCodeChecker で利用可能なコマンドオプションを記載します。表 7 に挙げた 11 個のオプション
が利用可能です。
表 7 コマンドオプション
オプション

引数

概要

-h, --help

なし

ヘルプメッセージを表示する

-r, --recursive

なし

入力ディレクトリを再帰的にたどる

-o, --output-dir

ディレクトリパス

レポートの出力先ディレクトリを指定する

-T, --text

なし

レポートの形式をテキスト形式にする

-H, --html

なし

レポートの形式を HTML 形式にする

-l, --loop

整数

検査するループ処理回数の上限、既定値は 100

-n, --nest

整数

検査する関数ネスト数の上限、既定値は 10

-e, --variable

整数

検査する変数の数の上限、既定値は 100

-m, --memory

整数

メモリ使用量の上限（MB）、既定値は 512MB

-s, --silent

なし

エラーメッセージ以外を表示しない

-v, --version

なし

バージョン情報を出力する
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8.1.1. h オプション
内容説明
iCodeChecker の利用方法や指定可能なオプションのリストなどが記載されたヘルプメッセー
ジを表示します。
使用例
$ ./ichecker -h
書式:
ichecker [オプション]... [ソースコードファイル, ディレクトリ]...
オプション:
ichecker -h -s -v [-T|-H] ソースコードファイル群... -r ソースディレクトリ
-o レポート出力ディレクトリ
-l ループ処理回数 -n 関数のネスト数 -e 変数の数 -m 最大使用メモリ
説明:
-h [
-T [
-H [
-r [
-o [
-l [
-n [
-e [
-m [
-s [
-v [

ヘルプを表示
レポートをテキスト形式にする
レポートを HTML 形式にする
指定ディレクトリから再帰的に
ソースファイルを読み込む
--output-dir ] arg 出力ディレクトリ
--loop ] arg
検査する最大ループ処理回数(既定値 100)
指定可能範囲 [0～4294967295]
--nest ] arg
検査する関数の最大ネスト数(既定値 10)
指定可能範囲 [0～4294967295]
--variable ] arg
検査する変数の数(既定値 100)
指定可能範囲 [0～4294967295]
--memory ] arg
最大使用メモリ[MB] (既定値 512)
指定可能範囲 [512～4095]
--silent ]
エラーメッセージ以外を表示しない
--version ]
バージョン情報を表示
--help ]
--text ]
--html ]
--recursive ]
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8.1.2. r オプション
内容説明
指定されたディレクトリを再帰的に(最下層のディレクトリまで)たどり、拡張子が「.c」のファイル
を全て読み込みます。ディレクトリで階層化されたプロジェクトを検査する際に利用します。r オプ
ションが指定されていない場合は指定されたディレクトリの中にディレクトリが存在する場合でも、
再帰的に読み込みを行いません。
なお、iCodeChecker では、複数のプロジェクトを同時に検査が行えないため、r オプションを
利用する際は、1 つのプロジェクトが格納されているディレクトリを指定するようにしてください。
使用例
$ ./ichecker -r ＜検査対象ディレクトリパス＞

8.1.3. o オプション
内容説明
レポートの出力先ディレクトリを引数で指定されたディレクトリに変更します。レポートの出力先
ディレクトリを指定したい場合に利用します。
引数で指定したディレクトリが存在しない場合はディレクトリを新規に作成します。o オプション
が指定されていない場合、出力先ディレクトリはカレントディレクトリ(ichecker コマンドを実行した
ディレクトリ)となります。
使用例
次の使用例では、「/home/user/report/」に検査結果が出力されます。
$ ./ichecker ＜検査対象パス＞ -o /home/user/report/

8.1.4. T オプション
内容説明
レポートをテキスト形式で出力します。T オプションと H オプションのどちらも指定されていない
場合は、T オプションが設定されたものとみなされます。また、T オプションと H オプションを同時
に指定した場合も T オプションが指定されたものとみなされます。
使用例
$ ./ichecker -T ＜検査対象パス＞
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8.1.5. H オプション
内容説明
出力するレポートの形式を HTML 形式に変更します。H オプションと T オプションのどちらも
指定されていない場合は、T オプションが設定されたものとみなされます。また、H オプションと T
オプションを同時に指定した場合は T オプションが指定されたものとみなされます。
使用例
$ ./ichecker -H ＜検査対象パス＞

8.1.6. l オプション
内容説明
検査するループの繰り返し処理回数の上限を、引数で指定された値に変更します。繰り返し
処理が多い、ソースコードの検査を実施する際に利用します。
l オプションが指定されていない場合、ループの繰り返し処理回数の上限の規定値は 100 に
なっています。l オプションで指定可能な値の範囲は、0～4294967295 です。但し、ループ回数
の上限値を大きくしすぎると、検査に時間がかかってしまう可能性があります。
使用例
次の使用例では、検査するループの処理回数の上限を 200 に変更しています。
$ ./ichecker ＜検査対象パス＞ -l 200

8.1.7. n オプション
内容説明
検査する関数ネスト数の上限を、引数で指定された値に変更します。深い関数呼び出し構造
を持つソースコードの検査を実施する際に利用します。
n オプションが指定されていない場合、関数ネスト数の上限の規定値は 10 になっています。n
オプションで指定可能な値の範囲は、0～4294967295 です。しかし、関数ネスト数の上限値を
大きくしすぎると、ソースコードの検査に時間がかかってしまう可能性があります。また、 n オプ
ションを指定時に「関数のネスト数が上限に達したため、検査を中断しました。-n オプションで上
限を指定可能です。」というメッセージが表示された場合、ツールが終了するまでに時間がかか
る場合があります。この場合、CTRL+C 等でツールを強制終了してください。
使用例
次の使用例では、検査する関数ネスト数の上限を 20 に変更しています。
$ ./ichecker ＜検査対象パス＞ -n 20
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8.1.8. e オプション
内容説明
検査する変数の数の上限を、引数で指定された値に変更します。検査対象に多くの変数が存
在する場合などに利用します。
e オプションが指定されていない場合、変数の数の上限の規定値は 100 になっています。e
オプションで指定可能な値の範囲は、0～4294967295 です。但し、上限値を大きくしすぎると、
ソースコードの検査に時間がかかってしまう可能性があります。
使用例
次の使用例では、検査する変数の数の上限を 200 に変更しています。
$ ./ichecker ＜検査対象パス＞ -e 200

8.1.9. m オプション
内容説明
メモリ使用量の上限（MB）を、引数で指定された値に変更します。l オプション、n オプション、e
オプションの最大値を大きくした場合、iCodeChecker は、より多くのメモリを必要とします。この
ような場合に、m オプションを利用すると効果的です。
m オプションが指定されていない場合、メモリ使用量の上限は 512MB になっています。m オ
プションで指定可能な値の範囲は、512～4095 です。
使用例
次の使用例では、メモリ使用量の上限を 1024MB に変更しています。
$ ./ichecker ＜検査対象パス＞ -m 1024

8.1.10. s オプション
内容説明
検査完了メッセージと脆弱性一覧の出力結果メッセージを抑制し、エラーメッセージと脆弱性
検出件数のみを出力します。
使用例
$ ./ichecker -s ＜検査対象パス＞

- 41 -

8.1.11. v オプション
内容説明
バージョン情報を出力します。v オプションが指定されている場合、いかなる場合でも検査は
実施されません。
使用例
$ ./ichecker -v
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9. 検出可能な脆弱性
iCodeChecker では、CWE（脆弱性の種類を識別するための共通の脆弱性タイプの一覧）によって分類され
る 8 種類の脆弱性を検出することができます。本節では、iCodeChecker で検出される問題の原因、および発
生する可能性のある脅威について記載します。

9.1.

CWE-120 入力サイズ未チェックでのバッファコピー
（バッファオーバーフローの問題）12
問題の原因
入力サイズ未チェックで、バッファコピーが行われています。バッファコピーを行う際に、コピー
元のデータサイズに対して、コピー先のバッファサイズが十分なサイズであるか検証せずにコ
ピーを行っています。
発生する可能性のある脅威
バッファコピーにおいて、コピー元のデータサイズがコピー先のバッファサイズよりも大きい場
合、バッファオーバーフローが発生する可能性があります。本問題が悪用されると、メモリ上の
大事なデータを上書きされてしまい、プログラムを異常終了されたり、外部から任意のコードを実
行されたりする可能性があります。

9.2.

CWE-129 配列インデックスの検証の不備13
問題の原因
範囲外の配列インデックスを利用して読み込みもしくは書き込みしています。配列インデックス
が範囲内にあることが正しく検証されていません。
発生する可能性のある脅威
範囲外の配列インデックスを利用して配列にアクセスすると、意図しないメモリ領域を読みこ
んだり、意図しないメモリ領域にデータを書きこんだりする可能性があります。本問題が悪用され
ると、メモリ上の大事なデータを読み取られてしまい、情報漏えいが発生する可能性があります。
また、メモリ上の大事なデータを上書きされてしまい、プログラムを異常終了されたり、外部から
任意のコードを実行されたりする可能性があります。

12

http://cwe.mitre.org/data/definitions/120.html

13 http://cwe.mitre.org/data/definitions/129.html
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9.3.

CWE-134 書式文字列の問題14
問題の原因
書式文字列（フォーマットストリング）を引数にとる関数に対して、外部から入力される値を書
式引数として用いています。
発生する可能性のある脅威
巧妙に細工された書式文字列を書式引数として用いると、意図しないメモリ領域を読みこんだ
り、意図しないメモリ領域にデータを書きこんだりする可能性があります。
本問題が悪用されると、メモリ上の大事なデータを読み取られてしまい、情報漏えいが発生す
る可能性があります。また、メモリ上の大事なデータを上書きされてしまい、プログラムを異常終
了されたり、外部から任意のコードを実行されたりする可能性があります。

9.4.

CWE-190 整数オーバーフローの問題15
問題の原因
変数の型で表現できる最大値を超えた値が代入されている整数型変数が利用されています。
事前条件をもとに、整数型変数の値が変数の型で表現できる範囲内に収まることを検証してい
ません。
発生する可能性のある脅威
整数型変数の値が、演算等によって変数の型で表現できる最大値より大きな値になると、整
数オーバーフローが発生してしまい、開発者の想定していない値になってしまいます。その結果、
バッファオーバーフロー等が発生する原因となる可能性があります。
本問題が悪用されバッファオーバーフローが発生すると、メモリ上の大事なデータを上書きさ
れてしまい、プログラムを異常終了されたり、外部から任意のコードを実行されたりする可能性
があります。

14 http://cwe.mitre.org/data/definitions/134.html
15 http://cwe.mitre.org/data/definitions/190.html
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9.5.

CWE-191 整数アンダーフローの問題16
問題の原因
変数の型で表現できる最小値を下まわった値が代入されている整数型変数が利用されてい
ます。事前条件をもとに、整数型変数の値が変数の型で表現できる範囲内に収まることを検証
していません。
発生する可能性のある脅威
整数型変数の値が、演算等によって変数の型で表現できる最小値より小さな値になると、整
数アンダーフローが発生してしまい、開発者の想定していない値になってしまいます。その結果、
バッファオーバーフロー等が発生する原因となる可能性があります。
本問題が悪用されバッファオーバーフローが発生すると、メモリ上の大事なデータを上書きさ
れてしまい、プログラムを異常終了されたり、外部から任意のコードを実行されたりする可能性
があります。

9.6.

CWE-195 符号付き変数の変換に関する問題17
問題の原因
符号付き変数と符号なし変数を比較しています。符号付き変数と符号なし変数を比較すると
暗黙の型変換が行われ符号付き変数は符号なし変数へ変換されます。
発生する可能性のある脅威
符号付き変数と符号なし変数を比較すると暗黙の型変換が行われ、プログラムの動作が開発
者の想定していないものになってしまう可能性があります。そのため、この問題が原因で整数
オーバーフローやバッファオーバーフローなどが発生する可能性があります。
本問題が悪用されると、メモリ上の大事なデータを上書きされてしまい、プログラムを異常終
了されたり、外部から任意のコードを実行されたりする可能性があります。

16 http://cwe.mitre.org/data/definitions/191.html
17 http://cwe.mitre.org/data/definitions/195.html
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9.7.

CWE-457 未初期化変数利用の問題18
問題の原因
未初期化の変数を比較演算の引数として利用しています。明示的に初期化されていないロー
カル変数の内容は、不定となります。
発生する可能性のある脅威
明示的に初期化されていないを行っていないローカル変数を比較演算の引数として利用して
いた場合、その後の処理が開発者の想定していないものになってしまう可能性があります。その
結果、バッファオーバーフローなどが発生する原因となる可能性があります。
本問題が悪用されると、場合によってはメモリ上の大事なデータを上書きされてしまい、プログ
ラムを異常終了されたり、外部から任意のコードを実行されたりする可能性があります。

9.8.

CWE-467 ポインタ変数に対する sizeof 演算子の使用19
問題の原因
ポインタに対して sizeof 演算子を使用しています。sizeof 演算子はオペランドに指定した変
数などのサイズを計算しますが、ポインタをオペランドとして指定した場合、ポインタが指す変数
のデータサイズではなく、ポインタのサイズを返します。
発生する可能性のある脅威
ポインタに対して sizeof 演算子を使用すると、実際に必要なサイズのバッファが確保されま
せん。また、配列サイズを計算する場合において、ポインタに対して sizeof 演算子を誤って使
用すると、実際の配列サイズを取得することができません。その結果、この問題が原因で動的に
バッファサイズを確保する計算をする際などにバッファオーバーフローが発生する可能性があり
ます。
本問題が悪用されると、メモリ上の大事なデータを上書きされてしまい、プログラムを異常終
了されたり、外部から任意のコードを実行されたりする可能性があります。

18 http://cwe.mitre.org/data/definitions/457.html
19 http://cwe.mitre.org/data/definitions/467.html
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10. 利用上の注意および制限事項
10.1. 利用上の注意






iCodeChecker の簡易 Web インタフェースを起動すると TCP ポート 5321 が開きますが、セキ
ュリティ上の観点から、ローカルアドレスからのみアクセスできるように制限しています。アクセス
制限の設定を変更した場合、外部より不正にアクセスされる可能性がありますので注意してくだ
さい。
iCodeChecker の VM イメージは、簡易にソースコードセキュリティ検査を実施するための利用
形式であり、他の用途に使用することは想定していません。そのため、外部から不正なアクセス
を防止するセキュリティ上の観点から、ネットワークインタフェースを無効化しています。ネットワ
ークインタフェースを有効化しないでください。
VM イメージ形式は、インターネットへの接続が行えません。脆弱性レポートに記載されている参
考情報は、外部サイトへのリンクとなっていますのでインターネットに接続可能な環境で閲覧して
ください。たとえば、URL または脆弱性レポートをホスト OS にコピーしてホスト OS 上で閲覧し
てください。

10.2. 全般的な制限事項







検査コマンドに入力可能なファイルは「.c」という拡張子を持つファイルまたはディレクトリのみで
す。ディレクトリが指定された場合、そのディレクトリ内の「.c」拡張子のファイルが読み込まれま
す。それ以外のファイルは無視されます(ヘッダファイル「.h」は自動的に読み込まれます)。
簡易 Web インタフェースは、ローカルホストからのみ利用できます。VM イメージを利用する場
合ゲスト OS 内からしかアクセスできません。
簡易 Web インタフェースから入力可能なファイルは「.c」または「.zip」という拡張子を持つファイ
ルのみです。「.zip」が指定された場合、その ZIP ファイル内の「.c」拡張子のファイルが読み込ま
れます。それ以外のファイルは無視されます(ヘッダファイル「.h」は自動的に読み込まれます)。
簡易 Web インタフェースから検査を行う場合、複数のタブやブラウザを開いて同時に検査する
ことはできません。同時に検査を行うと、検査リクエストの到着順に検査コマンドが実行され、最
後のリクエストの実行が完了した段階でレポートコンテンツが表示されます。

10.3. 検査対象ソースコードの制限事項
検査可能な言語


本ツールで検査可能なソースコードは、C 言語（C89）のソースコードです。
long long 型などの gcc 拡張仕様を含むソースコードの検査は行えません。
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検査可能なソースコードの制限





コンパイルができないソースコードの検査は行えません。
構造体を利用しているソースコードの検査は行えません。
構造体のメンバアクセスを検出した場合、その時点で検査が終了します。
goto 文を使用しているソースコードの検査は行えません。
ラベルによるジャンプを検出した場合、その時点で検査が終了します。
存在しないヘッダファイルを include しているソースコードの検査は行えません。

1 度に検査可能なソースコード


1 回のコマンド実行では、1 つのプロジェクトの検査が行えます。1 回のコマンド実行で複数のプ
ロジェクトのソースコードの検査は行えません。
複数のプロジェクトを検査したい場合は、バッチ処理を行うスクリプト等を作成してご利用ください。
以下にスクリプトの例を示します。この例では、「project1.c」と「project2.c」の 2 つのプロジェクト
を検査しています。
#!/bin/bash
./ichecker project1.c
./ichecker project2.c



ソースコードファイル「.c」の数が 100 以上のプロジェクトの検査は行えません。
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11. うまく動作しないときは
VM イメージ利用時に誤ってログアウトしてしまった場合
① ログイン画面（図 29）で「ゲストセッション」を選択してログインします。

図 29 ゲストセッションでログイン
② 次に画面右上のアイコンをクリックし、メニューから「シャットダウン」を選択します（図 30）。

図 30 シャットダウンの実行

③ 表示されるダイアログで「再起動」を選択します。再起動に再び iCodeChecker を利用可能にな
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ります（図 31）。

図 31 再起動の実行
起動スクリプト start.rb を実行しても簡易 Web インタフェースが表示されない場合
Firefox にパスが通っていない可能性が考えられます。Firefox にパスが通っていない場合は、
パスを通すように環境変数に設定を行なってください。
誤って簡易 Web インタフェースを閉じてしまった場合
次の手順で、簡易 Web インタフェースにアクセスすることができます。メニューの「Firefox
ウェブ・ブラウザ」をクリックし、ブラウザを起動します。ブラウザのアドレスバーに
「http://localhost:5321/」と入力し、Enter キーを押します。

図 32 簡易 Web インタフェースの再表示
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簡易 Web インタフェースからの反応がない場合
簡易 Web インタフェースを利用して検査を実行したが、検査結果が表示されず、反応がない
場合は「6．簡易 Web インタフェースの停止手順」の手順に従って簡易 Web インタフェースを停
止し、再度「4.1 簡易 Web インタフェースを利用した検査手順」の手順で検査を実施してください。
エラーコードおよびエラーメッセージが表示される場合
「11.1 簡易 Web インタフェースにおけるエラーコードと対処方法」「11.2 ソースコード検査コマン
ドにおけるエラーコードと対処方法」を参考に対処してください。
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11.1. 簡易 Web インタフェースにおけるエラーコードと対処方法
簡易 Web インタフェースで発生する可能性のあるエラーの対処方法を下記に示します。
エラーコード:-100

指定された検査対象ファイルがサポートされた形式ではありま
せん。C 言語のソースコードファイルまたは、それらを圧縮した
ZIP ファイルを指定してください。
簡易 Web インタフェースに入力できるのは、C 言語のソースコードファイルと ZIP ファイル
のみです。ヘッダファイルや複数のソースコードからなるプロジェクトを検査する場合は ZIP
ファイルに圧縮して入力してください。

エラーコード:-110

ZIP ファイルの展開に失敗しました。正常な ZIP ファイルを指
定してください。
入力された ZIP ファイルの展開に失敗しました。ファイルが破損していないか確認してくだ
さい。パスワード付き ZIP ファイルや多重圧縮された ZIP ファイルは展開できません。

エラーコード:-120

ソースコードセキュリティ検査エンジンの実行に失敗しました。
もう一度やり直してください。
検査コマンドの実行に失敗しました。再度ファイルを選択し、「検査開始」ボタンをクリックし
てください。それでも、同じエラーが出る場合、終了スクリプト stop.rb を実行してから起動
スクリプト stat.rb を実行し、簡易 Web インタフェースを再起動してやり直してください。
（詳細は「6 簡易 Web インタフェースの停止手順簡易 Web インタフェースの停止手順」、
および「4.1 簡易 Web インタフェースを利用した検査手順」を参照してください。）

エラーコード:-130

空のファイルが指定されています。検査対象の指定からやり
直してください。
空のファイルが指定されています。ファイルを確認してやり直してください。

エラーコード:-140

ファイルが指定されていません。参照ボタンを押して検査対象
ファイルを選択してください。
「参照」ボタンをクリックし、検査したいソースコードファイルまたはソースコードを圧縮した
ZIP ファイルを選択してから「検査開始」ボタンをクリックしてください。

エラーコード:-150

ファイル名に許可されていない文字が含まれています。ファイ
ル名に利用できる文字は半角英数字および「.」「-」「_」のみで
す。
指定されたファイルのファイル名に許可されていない文字が含まれています。可能であれ
ば、ファイル名を変更してやり直してください。
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エラーコード:-160

ソースコードセキュリティ検査コマンドまたはレポートコンテン
ツが所定の場所にありません。ツールを再インストールしてく
ださい。
検査コマンドまたはレポートコンテンツが移動または削除されています。
ツールを再インストールしてください。

エラーコード:-170
検査対象のソースファイル数が 100 を超えています。
iCodeChecker で 1 度に検査できるソースコードは、100 ファイルまでです。
100 ファイル以上で構成されるプロジェクトは検査できません。
エラーコード:-180
入力されたソースコードの構文解析が行えません。
入力されたソースコードの構文解析に失敗し、検査できませんでした。
入力されたソースコードは、コンパイルできない可能性があります。ソースコードがコンパイ
ルできるか確認してください。また、必要なヘッダファイルがソースコードファイルと同じディ
レクトリなどの読み込める位置にあるか確認してください。
また、非対応のソースコードの可能性がありますので、「10.2 全般的な制限事項」を確認し
てください。
エラーコード:-190
構造体にアクセスしているため検査を継続できません。
構造体へのアクセスを検出した箇所で検査を中断しました。
iCodeChecker は構造体を含むソースコードの検査を行えません。
その他のソースコードの制限事項については、「10.2 全般的な制限事項」を参照してくださ
い。
エラーコード:-200
goto 文が使用されているため検査を継続できません。
goto 文が使用されている箇所で検査を中断しました。iCodeChecker は goto 文を使用し
ているソースコードの検査を行えません。その他のソースコードの制限事項については、
「10.2 全般的な制限事項」を参照してください。
エラーコード:-210

ソースコードの構文解析に失敗しました。ヘッダファイルが必
要な場合は ZIP ファイルに圧縮してください。
入力されたソースコードの構文解析に失敗し、検査できませんでした。
入力されたソースコードのコンパイルにヘッダファイルが必要な場合は、ディレクトリに格納
して圧縮した ZIP ファイルを指定してください。
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エラーコード:-220

関数<関数名>の呼び出し時に指定される引数の数が不足し
ているため、検査を継続できません。
関数の呼び出し時に指定された引数の数が、関数の実体で定義されている引数の数より
少ないため、検査を中断しました。関数に適切な数の引数が渡されているか確認してくださ
い。エラーとなるコード例を下記に示します。

エラーコード:-230

ポインタが有効なオブジェクトを指していないため、検査を継
続できません。
ポインタを引数に取る関数に有効なオブジェクトを指していないポインタが渡されているた
め、検査を中断しました。関数に有効な引数が渡されているか確認してください。
エラーとなるコード例を下記に示します。

11.2. ソースコード検査コマンドにおけるエラーコードと対処方法
ソースコード検査コマンドで発生する可能性のあるエラーの対処方法を下記に示します。
エラーコード:なし

Skipping exit of compilation in EDG
pos_st_catastrophe()
abort on exit from EDG front-end processing!
(severity = 8)
入力されたソースコードの構文解析に失敗し、検査できませんでした。
入力されたソースコードには、include や define 等プリプロセッサの処理が正常に行えな
い可能性があります。必要なヘッダファイルがソースコードファイルと同じディレクトリなどの
読み込める位置にあるか確認してください。ソースコードの制限事項については、「10.2 全
般的な制限事項」を確認してください。

エラーコード:-1000
オプションの指定方法が間違っています。
-h オプションを実行してヘルプメッセージを確認してください。
各オプションの詳細については、「8.1 検査コマンドで利用可能なオプション」を参照してくだ
さい。
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エラーコード:-1010
検査対象のソースファイルが指定されていません。
検査対象として C 言語のソースコードファイルまたはソースコードのあるディレクトリを指定
してください。1 度の検査では、1 つのプロジェクト（１つのメイン関数から始まるプログラム）
の検査が可能です。
複数のプロジェクトが指定された場合は正しく検査が行えないため、1 つのプロジェクトを指
定してください。

エラーコード:-1020
指定されたソースファイルが存在しません。
指定したソースコードファイルのパスが正しいか確認してください。
エラーコード:-1030
指定されたファイルは非対応の形式です。
iCodeChecker が対応しているのは、C 言語のソースコードのみです。ファイル形式を確認
してください。なお、非対応形式のファイルが指定された場合、エラーメッセージを出力して
処理を継続します。

エラーコード:-1040
検査対象のソースファイル数が 100 を超えています。
iCodeChecker で 1 度に検査できるソースコードは、100 ファイルまでです。
100 ファイル以上で構成されるプロジェクトは検査できません。

エラーコード:-1050

オプションで指定された数値が入力可能な範囲を超えてい
ます。指定可能範囲 [512～4095]
-m オプションの詳細については、「8.1 検査コマンドで利用可能なオプション」を参照してくだ
さい。
エラーコード:-1060
オプションで指定された数値が入力可能な範囲を超えてい
ます。指定可能範囲 [0～4294967295]
-l, -n, -e オプションの詳細については、「8.1 検査コマンドで利用可能なオプション」を参照し
てください。

エラーコード:-2000
入力されたソースコードの構文解析が行えません。
入力されたソースコードの構文解析に失敗し、検査できませんでした。
入力されたソースコードは、コンパイルできない可能性があります。ソースコードがコンパイ
ルできるか確認してください。また、必要なヘッダファイルがソースコードファイルと同じディレ
クトリに存在するなどの読み込める位置にあるか確認してください。
また、非対応のソースコードの可能性がありますので、「10.2 全般的な制限事項」を確認し
てください。

エラーコード:-2010

複数のプロジェクトのソースコードが入力されています。1 つ
のプロジェクトを指定してください。
1 度の検査では、1 つのプロジェクト（１つのメイン関数から始まるプログラム）の検査が可能
です。
複数のプロジェクトが指定された場合は正しく検査が行えないため、1 つのプロジェクトを指
定してください。
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エラーコード:-3010
構造体にアクセスしているため検査を継続できません。
構造体へのアクセスを検出した箇所で検査を中断しました。
iCodeChecker は構造体を含むソースコードの検査を行えません。
その他のソースコードの制限事項については、「10.2 全般的な制限事項」を参照してくださ
い。

エラーコード: -3020

変数の数が上限に達したため、検査を中断しました。-e オ
プションで上限を指定可能です。
-e オプション未指定時に変数の数が 100 以上のソースコードが入力され、101 個目の変
数が宣言された位置で検査を中断しました。または、-e オプション指定時に指定値以上の
変数が宣言され、検査を中断しました。-e オプションの詳細については、「8.1 検査コマンド
で利用可能なオプション」を参照してください。

エラーコード:-3030

ループの処理回数が上限に達しました。-l オプションで上限
を指定可能です。
-l オプション未指定時にループの処理回数が 100 に達したため、ループ内の処理をそれ以
上繰り返さずに検査を継続しました。または、-l オプション指定時に指定回数以上のループ
があり、それ以上繰り返さずに検査を継続しました。-l オプションの詳細については、「8.1
検査コマンドで利用可能なオプション」を参照してください。

エラーコード:-3040

関数のネスト数が上限に達したため、検査を中断しました。n オプションで上限を指定可能です。
-n オプション未指定時に関数のネスト数が 10 以上のソースコードが入力されました。
関数呼び出しのネスト数が 10 に達したため、それ以上の関数呼び出しを行わずに検査を
継続しました。または、-n オプション指定時に指定数以上の関数のネストがあり、それ以上
の関数呼び出しを行わずに検査を継続しました。-n オプションの詳細については、「8.1 検
査コマンドで利用可能なオプション」を参照してください。

エラーコード:-3050

メモリ使用量が上限に達したため、検査を中断しました。-m
オプションで上限を指定可能です。
-m オプションの詳細については、「8.1 検査コマンドで利用可能なオプション」を参照してくだ
さい。

エラーコード:-3060
goto 文が使用されているため検査を継続できません。
goto 文が使用されている箇所で検査を中断しました。iCodeChecker は goto 文を使用して
いるソースコードの検査を行えません。ラベルによるジャンプを検出した場合、その時点で
検査が終了します。その他のソースコードの制限事項については、「10.2 全般的な制限事
項」を参照してください。
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エラーコード:-3070

関数<関数名>の呼び出し時に指定される引数の数が不足
しているため、検査を継続できません。
関数の呼び出し時に指定された引数の数が、関数の実体で定義されている引数の数より少
ないため、検査を中断しました。関数に適切な数の引数が渡されているか確認してくださ
い。エラーとなるコード例を下記に示します。

エラーコード:-3080

ポインタが有効なオブジェクトを指していないため、検査を継
続できません。
ポインタを引数に取る関数に有効なオブジェクトを指していないポインタが渡されているた
め、検査を中断しました。関数に有効な引数が渡されているか確認してください。
エラーとなるコード例を下記に示します。

エラーコード:-4010

レポートコンテンツが存在しません。ツールを再インストール
してください。
レポートコンテンツが所定のパスに存在しません。report ディレクトリを移動または削除して
しまった可能性があります。ツールを再インストールしてください。
エラーコード:-4020

指定されたレポートの出力先がディレクトリではありません。
書き込み可能なディレクトリを指定してください。
-o オプションでディレクトリ以外がレポート出力先として指定されています。レポート出力先
には書き込み可能なディレクトリを指定してください。

エラーコード:-4030

レポートを出力できません。書き込み可能な出力先を指定し
てください。
レポート出力先に書き込み権限またはアクセス権限がありません。レポート出力先には書き
込み可能なディレクトリを指定してください。
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付録
iCodeChecker の利用者は簡易 Web インタフェースを用いることで、容易にソースコードセキュリティ検
査を実施できます。しかし、簡易 Web インタフェースでは、複数の開発者による同時利用や検査結果の蓄
積などは行えません。そのような機能を備えた Web インタフェースを独自に開発することで、
iCodeChecker を利用したソースコードセキュリティ検査を、より活用することができます。
簡易 Web インタフェースは、ichecker コマンドを呼び出し、脆弱性が検出された場合に出力された
HTML 形式のレポートコンテンツを表示しています。簡易 Web インタフェースのソースコードは、ツールの
インストールディレクトリ内の「web」にあります。主な処理は、「web.rb」という Ruby スクリプトにコメント付
きで実装されていますので、これを参考に独自の Web インタフェースの開発を行なってください。
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