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課題1

telnetコマンドによるWWWサーバへのアクセス

1.1 課題内容

telnetコマンドを使って任意のWWWサーバにアクセスし、任意のURLのページデータ（html
ソースプログラム）を画面に表示せよ。

1.2 実験結果

アクセスしたURL 1 　 www.ie.u-ryukyu.ac.jp

% telnet www.ie.u-ryukyu.ac.jp 80

Trying 2001:2f8:1c:d048::850d:3008...

telnet: connect to address 2001:2f8:1c:d048::850d:3008: Connection refused

Trying 133.13.48.8...

Connected to shongane.ie.u-ryukyu.ac.jp.

Escape character is ’^]’.

GET /index.html HTTP/1.0

HTTP/1.1 200 OK

Date: Thu, 20 Dec 2007 01:35:02 GMT

Server: Apache/2.0.55 (Unix) mod_ssl/2.0.55 OpenSSL/0.9.7l PHP/5.1.2

Last-Modified: Tue, 11 Dec 2007 03:40:24 GMT

ETag: "14c6729-7082-7910fa00"

Accept-Ranges: bytes

Content-Length: 28802

Cache-Control: max-age=60

Expires: Thu, 20 Dec 2007 01:36:02 GMT

Connection: close

Content-Type: text/html

<HTML>

<HEAD>

<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">

<!--<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">-->

<META http-equiv="content-style-type" content="text/css">

<LINK rel="SHORTCUT ICON" href="icon/fav-ie2.ico">

<!--

<link href="feed:http://www.ie.u-ryukyu.ac.jp/rss/" rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News Feed"/>

-->
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アクセスしたURL 2 　 www.yahoo.co.jp

telnet www.yahoo.co.jp 80

Trying 124.83.147.203...

Connected to www.yahoo.co.jp.

Escape character is ’^]’.

GET /index.html HTTP1.0

HTTP/1.1 400 Bad Request

Date: Thu, 20 Dec 2007 01:21:29 GMT

Connection: close

Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

<html><head><title>Yahoo! - 400 Bad Request</title><style>

/* nn4 hide */

/*/*/

body {font:small/1.2em arial,helvetica,clean,sans-serif;font:x-small;text-align:center;}table {font-size:inherit;font:x-small;}

html>body {font:83%/1.2em arial,helvetica,clean,sans-serif;}input {font-size:100%;vertical-align:middle;}p, form {margin:0;padding:0;}

p {padding-bottom:6px;margin-bottom:10px;}#doc {width:48.5em;margin:0 auto;border:1px solid #fff;text-align:center;}#ygma {text-align:right;margin-bottom:53px}

#ygma img {float:left;}#ygma div {border-bottom:1px solid #ccc;padding-bottom:8px;margin-left:152px;}#bd {clear:both;text-align:left;width:75%;margin:0 auto 20px;}

h1 {font-size:135%;text-align:center;margin:0 0 15px;}legend {display:none;}fieldset {border:0 solid #fff;padding:.8em 0 .8em 4.5em;}

form {position:relative;background:#eee;margin-bottom:15px;border:1px solid #ccc;border-width:1px 0;}

1.3 実験の考察

www.google.co.jp も試したが、すぐにコネクションが切れた。www.yahoo.co.jp と www.ie.u-
ryukyu.ac.jpは、できた。

課題2

inetdを使用するサーバプログラムの作成

2.1 課題内容

サンプルプログラム（1）はサーバ（server.c）を inetdから起動することで、サーバはクライア
ント（client.c）の標準入力から入力された文字に対応するキーワードをクライアントに返すプロ
グラムである。サンプルプログラム（1）を自分の実験環境で動作するようにし、実行結果を示す
とともに、プログラムの中で使われている関数（Connect, Disconnect, Send Data, Recv Dataな
ど）の動作を説明し、クライアント・サーバの動作全体を動作フロー図を示して説明せよ。

2.2 ソース変更箇所

server.c define DATAFILE ”/Users/apple/Desktop/2.2schools/labo/lab8/data”
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client.c define HOSTNAME”localhost”

2.3 実行結果

% sudo xinetd -inetd_compat

% client

Connected.

Input Keyword = warning: this program uses gets(), which is unsafe.

123

Keyword = [123] / Data = [456]

Input Keyword = xxxx

Keyword = [xxxx] / Data = [yyyy]

Input Keyword = abc

Keyword = [abc] / Data = []

Input Keyword =

Disocnnected.

%

2.4 考察

Conect socketの生成をして、host nameや host addressの設定をして、conectionの準備をする
関数

Disconnect connnectionを closeする関数

Send Data サーバにデータを送る関数

Recv Data サーバからデータを受信する関数

GetLineFromPeer クライアントからデータを受信する関数

GetKeywordData 入力された文字列と Dataファイルを比較して、ワードを返す関数
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フローチャート

課題3

inetdを使用するサーバプログラムの作成

3.1 課題内容

サンプルプログラム（1）のサーバプログラム（server.c）は inetdから起動するものであるが、
inetdを使用せずに同じ動作をするデーモン型のサーバプログラムを作成し、実行結果を示すとと
もに、inetdを使用するサーバプログラムとそうでないものとの実装上の違いを説明せよ。

3.2 ソース

(client.c 変更部分のみ)

～省略～

/* Get Service Entry by Service-Name */

/* Get Host Entry by Host-Name */

/* Get Socket */

HostEntry = gethostbyname("localhost");

if(!HostEntry){

printf("Error:failed to serch the host\n");

exit(1);

}

if(0 > (SocketNumber = (socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0))))

{

printf("\7Cannot get Socket.\n");

perror("\n");
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exit(1);

}

～省略～

/* Set Port N.o. */

sin.sin_port = 5683;

～以下省略～

(server.c変更部分のみ)

～省略～

#include <stdlib.h>

～省略～

int GetLineFromPeer(char *line, int hostsoc)

{

int i;

for(i = 0 ; ; )

{

if(1 != read(hostsoc,line + i,1))

continue;

～省略～

int main()

{

～追加部分～

unsigned short port = 5683;

int servsoc;

int hostsoc;

struct sockaddr_in srcAddr;

struct sockaddr_in dstAddr;

int dstAddrSize = sizeof(dstAddr);

memset(&srcAddr, 0, sizeof(srcAddr));

srcAddr.sin_port = htons(port);

srcAddr.sin_family = AF_INET;

srcAddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);

servsoc = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

bind(servsoc, (struct sockaddr *) &srcAddr, sizeof(srcAddr));

listen(servsoc, 1);
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printf("now waiting for client connect\n");

hostsoc = accept(servsoc, (struct sockaddr *) &dstAddr, &dstAddrSize);

printf("Connected from %s\n", inet_ntoa(dstAddr.sin_addr));

～追加部分終了～

char RecvBuff[256];

for(;;)

～以下省略～

3.3 実行結果

(ターミナル 1)

% server2

now waiting for client connect

Connected from 127.0.0.1

%

(ターミナル 2)

% client2

Connected.

Input Keyword = warning: this program uses gets(), which is unsafe.

123

Keyword = [123] / Data = [456]

Input Keyword = xxxx

Keyword = [xxxx] / Data = [yyyy]

Input Keyword =

Disocnnected.

%

3.4 考察

inetdを使用した場合、クライアントが要求する都度、サーバを立ち上げるので、システムリソー
スは減少するが、レスポンスが遅くなる。inetdを使わない場合は、サーバは常に接続されている
ので、レスポンスは速くなるがシステムリソースは増える。

課題4

HTTPクライアントの作成
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4.1 課題内容

ソケットおよびHTMLを使ってWWWサーバから任意のURLのページを取得し、標準出力に
出力するプログラムを作成せよ。

4.2 ソース

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <ctype.h>

#include <string.h>

#include <sys/types.h>

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

#include <netdb.h>

#define PORT 80

#define SERVICE_NAME "http"

#define PROTOCOL "tcp"

void Disconnect(int SocketNumber)

{

close(SocketNumber);

}

void SendData(int SocketNumber,char *line)

{

if(strlen(line) != write(SocketNumber,line,strlen(line)))

{

printf("＼ 7Send Failed.＼ n");

exit(1);

}

}

int RecvData(int SocketNumber,char *line)

{

int i;

for(i = 0 ;;)

{

if(1 != read(SocketNumber,line + i,1)){

continue;

}
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else

{

i++;

*(line + i) = (char)0;

if(((char)(’＼ n’)) == *(line + i - 1))

return i;

}

}

}

int main()

{

int Sock;

char Key[256];

char Data[256];

char buff[256];

char HOST_NAME[256];

int SocketNumber; /* Socket descripter */

struct servent *ServiceEntry; /* service entry */

struct hostent *HostEntry; /* host entry */

struct sockaddr_in sin; /* Socket Entry */

/* Get Service Entry by Service-Name */

if((struct servent *)NULL == (ServiceEntry =

getservbyname(SERVICE_NAME,PROTOCOL)))

{

printf("＼ 7No service [%s].＼ n",SERVICE_NAME);

exit(1);

}

/* Get Host Entry by Host-Name */

printf("Input www server = ");

gets(HOST_NAME);

printf("＼ n");

if((struct hostent *)NULL == (HostEntry = gethostbyname(HOST_NAME)))

{

printf("＼ 7No Hosts [%s].＼ n",HOST_NAME);

exit(1);

}
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/* Get Socket */

if(0 > (SocketNumber = (socket(PF_INET,SOCK_STREAM,0))))

{

printf("＼ 7Cannot get Socket.＼ n");

exit(1);

}

bzero((char *)(&sin), sizeof(sin));

bcopy(HostEntry->h_addr,&sin.sin_addr,HostEntry->h_length);

sin.sin_family = PF_INET;

sin.sin_port = htons(PORT);

if(0 > connect(SocketNumber,(struct sockaddr *)(&sin),sizeof(sin)))

{

printf("＼ 7Cannot Connect.＼ n");

exit(1);

}

Sock = SocketNumber; /* Connect */

printf("Connected.＼ n");

char *p;

printf("Input Path = ");

fflush(stdout);

gets(Key);

if(0 == strlen(Key)){

Disconnect(Sock);

printf("Disocnnected.＼ n");

exit(1);

}

sprintf(buff,"GET %s HTTP/1.0＼ r＼ n",Key);

SendData(Sock,buff);

sprintf(buff,"Host: %s:%d＼ r＼ n", HOST_NAME, PORT);

SendData(Sock,buff);

sprintf(buff,"＼ r＼ n");

SendData(Sock,buff); /* Send It ! */
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while (1){

char buf[256];

int size;

size = read(Sock, buf, 256);

if ( size > 0 ){

write(1, buf, size);

} else {

break;

}

}

Disconnect(Sock);

printf("Disocnnected.＼ n");

}

4.3 実行結果

% get

warning: this program uses gets(), which is unsafe.

Input www server = www.ie.u-ryukyu.ac.jp

Connected.

Input Path = /index.html

HTTP/1.1 200 OK

Date: Fri, 21 Dec 2007 14:20:21 GMT

Server: Apache/2.0.55 (Unix) mod_ssl/2.0.55 OpenSSL/0.9.7l PHP/5.1.2

Last-Modified: Tue, 11 Dec 2007 03:40:24 GMT

ETag: "14c6729-7082-7910fa00"

Accept-Ranges: bytes

Content-Length: 28802

Cache-Control: max-age=60

Expires: Fri, 21 Dec 2007 14:21:21 GMT

Connection: close

Content-Type: text/html

<HTML>

<HEAD>

<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">

<!--<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">-->

～以下省略～
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4.4 考察

成功。gets()を使うと、warningが出るが、無視した。

課題5

ポートスキャンの実験

5.1 課題内容

自分の実験環境（端末）の使用/未使用ポート（ウェルノウンポートのみで ok）を確認するポー
トスキャンプログラムを作成せよ。さらに、任意のリモート端末の使用/未使用ポートを確認する
ように改良せよ（加点ポイント）。

5.2 ソース

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <sys/types.h>

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

#include <arpa/inet.h>

#define BUFFSIZE BUFSIZ

int

main(int argc, char *argv[])

{

int port;

int socket_fd;

char str[BUFFSIZE];

struct sockaddr_in addr;

if(argc >= 3) {

printf("Usage: %s [IP addr ＼ n", argv[0]);

return 1;

}

if(argc == 1) {

strcpy(str, "127.0.0.1");

} else {

strcpy(str, argv[1]);
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}

printf("Address = ＼"%s＼" Portscan started..＼ n", str);

for(port=1; port<1024; port++) {

if((socket_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) {

perror("socket");

return 1;

}

addr.sin_family = AF_INET;

addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(str);

addr.sin_port = htons(port);

if(connect(socket_fd, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr)) == -1) {

} else {

printf("Open TCP Port: %4d＼ n", port);

}

close(socket_fd);

}

printf("Portscan found them.＼ n");

}

5.3 実行結果

%portscan

Address = "127.0.0.1" Portscan started..

Open TCP Port: 21

Open TCP Port: 80

Open TCP Port: 631

Portscan found them.

% portscan www.yahoo.com

Address = "www.yahoo.com" Portscan started..

Portscan found them.

%

課題6

バッファオーバーフローの実験
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6.1 課題内容

サンプルプログラム（2）を確認せよ（このプログラムは最近のコンパイラでコンパイルして実
行することはできない）。このプログラムは gets（）関数を用いて、標準入力からの入力をバッファ
にデータを読み込むものであるが、プログラムを実行するとプログラム中で操作していないバッ

ファdmy［］に値が入ることがある。この原因を考察せよ（ヒント：gets［］関数の仕組みを調べ
よ）。また、このプログラムを修正し、正しくコンパイルして前述の動作を実行できるようにせよ。

さらに、 gets［］関数のような脆弱なコードを含むプログラムによって引き起こされる TCP/IP
通信におけるセキュリティ上の欠陥はどのようなものが考えられるか、具体例を挙げて説明せよ。

6.2 サンプルプログラムの変更箇所

define BUFLEN 10

6.3 サンプルプログラム実行結果

% bufovf

before

buf(Len:0) =

dmy(Len:0) =

warning: this program uses gets(), which is unsafe.

341689732t159837465013894y5riueshjdgnvklzvsu,tdjiydzrghp@aojrgisuydhlkfxg

after

buf(Len:73) = 341689732t159837465013894y5riueshjdgnvklzvsu,tdjiydzrghp@aojrgisuydhlkfxg

dmy(Len:0) =

Segmentation fault

%

6.4 サンプルプログラム考察

実行結果より、dmyにもデータが書き込まれていることが確認できる。これは、gets()関数を
使っているからである。gets()関数は、バッファの長さを指定することが出来ないので、配列以上
の文字を入力すると、dmyにも書き込まれてしまうのである。解決策としては、gets()関数の代
わりに、fgets()関数を使うといいだろう。fgets()関数は、バッファのサイズを指定することが出
来るので、配列以上の文字を入力するのを防いでくれる。以下が、変更部分と変更後の実行結果で

ある。

6.4 ソース変更箇所

if ((rtn = fgets(buf,sizeof(buf),stdin)) == NULL) {

14



6.3 ソース変更後の実行結果

%bufovf

before

buf(Len:0) =

dmy(Len:0) =

123o1qhakg;mvaipuerht;afj:lsfd

after

buf(Len:31) = 123o1qhakg;mvaipuerht;afj:lsfd

dmy(Len:0) =

%

感想

c言語、忘れかけていたので、大変でした。
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