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ライブフォレンジックを用いた暗号化ファイル復号技術の開発
竹林康太†1

上原哲太郎†2

佐々木良一†3

近年注目されているライブフォレンジックに関連する研究として，メモリダンプを用いる方法について考案する．こ
こでは，暗号化ツールの一つである TrueCrypt がランサムウェアにより悪用されたという前提のもと，暗号を掛けら
れたファイルの解読方法について紹介する．また，本提案手法に基づいた実験を行い，本提案手法による解読が正し
く行えることを示した．さらに，本提案手法を実装したプログラム上ではおよそ一分半で解読が完了するとの予測を
立てた．本提案方式を活用することにより，ユーザの重要なファイルを暗号化するランサムウェアに対向するための
一手段として用いられることが期待される．

Development of Decryption Method of Encrypted File with
Live Forensics
KOTA TAKEBAYASHI†1 TETSUTARO UEHARA†2
RYOICHI SASAKI†3
As a related research in recent years attention that has been live forensics, to devise how to use a memory dump.
Here, under the assumption that TrueCrypt is one of the encryption tool was being exploited by ransomware, I will
introduce decipher how the file that has been multiplied by the cipher. Also conducted experiments based on the
proposed method, it was shown that can be performed correctly decrypted according to the proposed method. In
addition, on a program that implements the proposed method was made a prediction of the decoding is completed
in about one and a half minutes. By utilizing the proposed method, it is expected to be used as a means for
opposing the ransomware to encrypt the key file of the user.

1. はじめに

たな手法が注目を集め始めた．

1.1 ライブフォレンジックの台頭

メモリに着目したものである．メモリによるライブフォレ

近年，ライブフォレンジックが再び注目されてきている．

近年のライブフォレンジックは，主記憶装置，すなわち
ンジックは，ファイルに痕跡を残さないような攻撃や，マ

ライブフォレンジックは，稼働中マシンの補助記憶装置

ルウェアによるタイムスタンプ改竄など，証拠隠滅を図ろ

（HDD などのストレージ）と主記憶装置（メモリ）上のデ

うとする攻撃に対して有効である．例えば，メモリダンプ

ータに着目した解析技術である．その技術自体は 10 年以上

を定期間隔毎に作成し，タイムラインとして並べることで

前から存在しているが，昨今における攻撃手段の巧妙化も

インジェクション攻撃を受けたタイミングなどを知ること

相まって再び関心を集めている技術である[1]．

が出来る．

従来のライブフォレンジックは，主に補助記憶装置に着
目したものである．サーバ上のログやディスクに残された

1.2 ライブフォレンジックの活用方法

ファイルを解析し，外部からの攻撃の痕跡を探すことが主

ライブフォレンジックの活用方法として，ランサムウェ

な内容である．しかし，ログ自体のデータを改ざんする攻

アの暗号鍵解読が挙げられる．ランサムウェアは，ユーザ

撃やディスク上に証拠を残さない攻撃など，マルウェアの

の重要なデータを暗号化（ロック）し，その解除パスワー

性能が高度化してきた．例えば，メモリインジェクション

ドと引き換えに身代金を要求するマルウェアであり，2014

という，バッファオーバーフローによるメモリ領域の不正

年前半期から増加傾向にある．そのため，今後においても

な書き換えによる攻撃方法がある．このような背景から，

被害が増加することが懸念される[2]．

攻撃を防ぎきることの出来ない補助記憶装置に頼らない新

ランサムウェアに関わらず，データを暗号化するための
アルゴリズムには様々なものがある．そのうちの一つであ
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る Advanced Encryption Standard (AES)は，アメリカ合衆国
で規格化された暗号化方式で，我が国政府が推奨する暗号
として総務省の電子政府推奨暗号リストに掲載されている
[3]．AES を採用するソフトは数多くあり，TrueCrypt とい
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うファイル暗号化ソフトもそのうちの一つである（以下に，
TrueCrypt の起動画面を図１として示す）．
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本提案手法を活用し復号鍵を取得することにより，ユー
ザは攻撃者より解読パスワードを得る必要がなくなる．こ
のため，身代金を払う必要はなくなり，ユーザは損失を負
わずに問題を解決することが出来る．本提案手法を応用す
ることで，ランサムウェアの脅威に対し立ち向かうための
新たな手段を確立できることが期待される．
3.2 実験システムの設計
3.2.1 概要
本提案手法は，復号鍵を取得する手順を3つに分ける．手
順はそれぞれ，(1)メモリダンプの取得，(2)復号鍵の取得，
(3)ファイルの解読という内容である．
以下に，本提案手法のフローチャートを図２として示す．

図 1

TrueCrypt の起動画面

TrueCrypt はオープンソースで開発されたソフトウェア
のため，暗号化アルゴリズムを悪用するランサムウェアが
作成されてしまう恐れがある．
本論文では，暗号化ツールの一種である TrueCrypt が攻
撃者によりマルウェアに組み込み悪用されたという前提の
もと，暗号化されたファイルの解読方法について提案する．

2. 先行研究
本方式は独自に開発したものであるが，TrueCryptをライ
ブフォレンジックによる技術で解析しようとする試みは，
過去にも幾つかの例が存在する．
Al Shehhi, Hは，Elcomsoft社が提供する商用ソフトを使用
し，様々な種類・バージョンのOSにおいて暗号化ファイル
のマウントが成功できることを示している[4]．またEoghan
Caseyも，TrueCyrpt解析方法の提案において，MoonSols社
のWindows Memory Toolkitをはじめとする多くの商用ソフ
トを紹介しており，これらのソフトを利用してTrueCryptの
パスフレーズが取得できることを示している[5]．
しかし，これらの研究は主に市販されている商用ソフト
による解析方法についての紹介であり，費用を抑えたいと
いうユーザのニーズに応えることができない．また，従来
研究における解析に掛かる時間は明らかになっていないた
め，ここではランサムウェアに対向するための新たなツー
ルの開発を視野に入れつつ，解析に掛かる時間についても
考察していく．

3. 提案手法
3.1 概要
本提案手法は，TrueCryptを用いた暗号化攻撃を受けたユ
ーザに対して有効である．
ユーザがランサムウェアによる攻撃を受けた際，従来の
場合，ユーザは暗号を掛けられたファイルを元の状態に戻
すための手段を持ち合わせていなかった．そのため，解読
パスワードを得るために攻撃者に身代金を払ってしまい，
経済的な損失を負うことになる．
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図 2

提案手法のフローチャート

(1) メモリダンプの取得
稼働中のマシンのメモリダンプを，フォレンジックツー
ルにより取得する．ここではフォレンジックツールとして，
FTK Imager Liteを使用する．後述する復号鍵を得るために
は，ここでTrueCryptが立ち上がっていることが必要条件と
なる．また，メモリダンプはページスワップにより壊れて
いる可能性がある．メモリダンプが壊れている場合，後述
する復号鍵が正しく取得できない場合がある．
そのため，実際のプログラムでは「TrueCryptが立ち上が
った」という検知をトリガーとし，復号鍵が正しく取れる
まで試行するように設計する．
(2) 復号鍵の取得
正しく取得できたメモリダンプを解析し，復号鍵を作成
する．ここでは解析ツールとして，メモリダンプにあるAES
キーを探すaeskeyfindを用いる[6]．aeskeyfindにより，AES
暗号化操作で用いられたキーと思われるもの(以下，候補キ
ー)が複数個見つかる．
TrueCryptのデフォルトで採用されている暗号化手法は
512ビットAES-XTSというもので，256ビットのプライマリ
キーと256ビットのセカンダリキーで構成されている．これ
により，候補キーのうち256ビットの長さでないものは除外
することが出来る．残った候補キーの中から2つ選び，それ
らを前後に組み合わせた512ビット長のキーが復号鍵とな
る．
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以下に，復号鍵の生成方法について図３として示す．
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4. 実験
4.1 概要
前項の提案手法で述べた仕組みが正しく機能することを
示すために，実験を行った．実験では，前述のフローチャ
ートの手順を踏まえた上で，TrueCrypt で作成した暗号化フ
ァイルが，見つけてきた復号鍵で正しく復元できるかどう
かを評価した．

図 3

復号鍵の生成方法

また，実験に掛かった時間を計測することで，実際にプ
ログラムを動かした際にどのくらい時間を必要とするか予

n個の候補キーの中から復号鍵を見つけるには，最大
回試行を繰り返す必要がある．この回数は，例えばn=5の
とき20回となる．
(3) ファイルの解読

測することにした．
4.2 実験環境
今回の実験で使用した環境を表１に示す．

組み合わせた鍵が正しいものかどうか評価するには，実
表 1

際にファイルを復号し，ファイルシステムがエラーを出す
か出さないか確認する．復号は，AES-XTS の復号手順に従
い復号鍵を入力し，そのデータを仮想マウントドライブの
ファイルシステムとして認識できるかどうかで判断する．
ここでは，TrueCrypt のマウントファイルシステムを使用す
る．しかし，TrueCrypt には復号鍵から解読処理を行う機能
が無いため，取得した復号鍵を入力すると自動的に復号処
理を試みるようにプログラムを改良した．
3.3 プログラムのフローチャート
以上の事を踏まえ，実際に作るプログラムのフローチャ
ートは，次の図４のものとなる．

OS
CPU
メモリ

実験環境

Windows 8.1(解析対象)
Ubuntu 14.04(解析環境)
Intel Core i5-2520M 2.50GHz
4GB RAM

解析対象とは，TrueCryptを実際に動かし，FTK Imager Lite
を用いてメモリダンプの取得を行うOSである．ここでは，
多くの一般ユーザが利用しているWindowsをターゲットと
した．
解析環境とは，取得してきたメモリダンプを用いて，
aeskeyfindコマンドによる復号鍵の取得，およびファイルの
復号を行うOSである．ここでは，aeskeyfindなどのCUIベー
スの解析ツールが扱いやすいLinux系OSの一つ，Ubuntuを
使用した．
メモリは，4GBのものを使用した．これは，Microsoftが
Windows7/8/8.1 64ビット版のシステム要件として提示する
2GBより一回り大きい，市販PCとしては一般的であると思
われるサイズである．なお，メモリのサイズを
2GB,4GB,8GBとして比較したところ，aeskeyfindコマンドに
よって見つかる候補キーの数はメモリのサイズとの比例関
係が無いことが分かっている．候補キーの数は，暗号処理
を行う常駐プログラムの数によって増減するものだと思わ
れる．
4.3 実験で使用したツール
以下に，今回使用したツールとその目的について纏めた
表２を示す．
表 2

図 4

プログラムのフローチャート
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ツール名
FTK Imager
Lite
aeskeyfind
TrueCrypt(改
良版)

使用したツール

使用目的
メモリダンプ取得
メモリダンプ上のAESキーの取得
復号鍵を入力することで暗号化ファ
イルの復号を行えるようにする
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4.4 実験のステップ
実験のステップは，(1)暗号化ボリュームの作成，(2)メモ
リダンプの取得，(3)候補キーの取得，(4)ボリュームの復号
の4つのステップからなる．以下に，それぞれの実験ステッ
プで行う動作について説明する．
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(3) 候補キーの取得
取得してきたメモリダンプを aeskeyfind に入力すると，
以下に示す図７のような出力結果が得られた．

(1) 暗号化ボリュームの作成
TrueCryptを起動し，ウィザードに従い暗号を掛ける仮想
ドライブを作成する．以下に，仮想ドライブ作成ウィザー
ド画面を図５として示す．

図 7

aeskeyfind コマンドの出力結果

aeskeyfind では，AES 鍵暗号だと思われる文字列を，メ
図 5

モリダンプ上より自動的に解析・取得してくれる．ここで
仮想ドライブ作成ウィザード画面

暗号アルゴリズムについては，ここではデフォルトの
AES-XTS を選択した．仮想ドライブ作成後，TrueCrypt 上
で仮想ドライブのマウント処理を行い，仮想ドライブに実

は，対象となる候補キーは 256 ビット長のものなので，図
７の赤線部に相当する長さのキーのみを抽出する．重複す
るキーを省いた結果，残ったのは下記の表３に示す 4 つの
候補キーであった．

験用テキストファイルを設置する．
(2) メモリダンプの取得

表 3
候補キー

AES の暗号鍵を取得するため，FTK Imager Lite を使用し

番号

てメモリダンプを取得する．以下に，FTK Imager Lite の実

１番

取得した候補キー

キーの内容
f961a0661edc87a52e0b1baff8a7fb98
59c22d786525a7c6212f5831b8c2f6f6

行画面を図６として示す．
２番

e2d0e14134f8e8409be9e83d61ffc65e
8564b95272545a2b98766fe42b6ef7c4

３番

be5d41e5414ca0483bd9c517d1f5c2e4
f4f212a5327b8752f2d965d0b2111711

４番

0fce746f1116d9dfa18fc978e76d7049
0327be0167c4198153b5fdb82c1e2a0b

前項で述べたとおり，TrueCrypt がデフォルトの暗号化方
式として採用している AES-XTS 方式では上記候補キーか
ら２つをそれぞれプライマリキー，セカンダリキーとして
図 6

FTK Imager Lite の実行画面

組み合わせる必要が有るため，ここでは 12 通りの組み合わ
せが考えられる．

暗号鍵を正しく取得するためには，どのタイミングでメ
モリダンプを取得するかが問題となる．ここでは，実際の
運用を想定し「TrueCrypt で仮想ドライブをマウントしてい
る」という状態でメモリダンプを取得した．

(4) ボリュームの復号
上記の組み合わせで作成した復号鍵が正しいものかどう
かを判断するために，ここでは TrueCrypt の仮想ドライブ
のマウント機能を利用する．
復号鍵が間違っていた場合，復号した仮想ドライブはフ
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ァイルシステムとして認識されず，次の図８で示すように，
マウント動作においてエラーが出力される．
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実験では，表３における候補キー番号のうち１番がプラ
イマリキー，４番がセカンダリキーとなる組み合わせの復
号鍵が正しいものであることがわかった．この組み合わせ
は，順に試していけば４回目に行われることが分かる通り，
実験中に行われたキーを組み合わせるための試行回数は４
回であった．
4.5 実験結果
実験の結果，暗号化ファイルの解読に成功し，実験用フ
ァイルを正しく読み込むことが出来た． 時間の内訳は，メ
モリダンプの取得に要した時間が約11秒，aeskeyfindの実行
時間に約75秒である．
メモリダンプの取得は一度で成功した．候補キーを組み
合わせる試行回数は4回で，試行に掛かった時間は，実験で
は全て手作業で行うため約1分程度掛かった．

図 8

マウントエラーの表示

復号鍵が正しいものであった場合，復号した仮想ドライ
ブは正しいファイルシステムとして認識される．そして，

5. 考察
5.1 プログラム実行時間の予測
今回の実験結果より，プログラムの実行時間の内訳につ
いて，図１１のようになると予想した．

以下の図９および図１０で示すように，マウント処理が行
われることによって，中に入っていた実験成功可否判定用
テキストファイルを自由に読み書きすることができるよう

実行時間(s)

になる．これにより，本提案手法の手順が正しく機能する

0

ことを示すことが出来る．

20

メモリダンプ取得
図 11

40

60

aeskeyfind

80

100

復号鍵試行

予想されるプログラムの実行時間内訳

プログラムによる自動化を行えば，候補キーを組み合わ
せるための試行時間は数秒程度で済むと想定し，ここでは
約4秒掛かったものとした．プログラムを設計すれば，およ
そ90秒で解析が完了するものと思われる．
5.2 従来手法との比較
5.2.1 バックアップによる手法との比較
ランサムウェアにより暗号化されたデータを復元する方
法として，従来からあるものだと「バックアップソフトを
図 9

正しく読み込めた仮想ドライブの中身

用いたデータの復元」が挙げられる．
バックアップソフトは，マシン上のデータの全て，もし
くは一部を定期的に別の記憶媒体に保存しておくことで，
マルウェアによる感染やディスクの物理的故障といったト
ラブルが発生した際に対処することが出来る．
しかし，バックアップの欠点として，少なくともドライ
ブ上の全データ分のサイズを確保しなければならない事，
バックアップを取る回数を重なるに連れてサイズが増えて
いく事，そしてバックアップの間隔が開き過ぎるとデータ
の復元が失敗する恐れがあることが挙げられる．バックア
ップの間隔を縮めるとこのリスクは減少できるが，今度は

図 10

ステップ１で用意したテキストファイル
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バックアップ用サイズが大きくなり，記憶媒体に投資する
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ためのコストが増加してしまう．
本提案手法は，対象となるソフトウェアが一度でも起動
し，暗号化処理を行えばデータを復元できる可能性がある．
また，バックアップとしてサイズを確保する必要が無いた
め，コスト削減において大きなメリットとなる．
5.2.2 従来研究との比較
また，従来研究と比較すると，本提案手法は商用ソフト
を使用していない点において有利といえる．これにより，
本提案手法を用いる際には従来研究と比較しコストを大幅
に抑えることができる．また，従来研究における解析に掛
かる時間は明らかになっていなかったが，本研究ではこれ
を明らかにしている．

6. 今後の展望
今回の実験により，AESをはじめとする様々な暗号アル
ゴリズムを採用するランサムウェアにおいて，データをロ
ックされてしまった場合においても再びロックを解除しデ
ータを復元できる可能性があることを示すことが出来た．
将来的には，ランサムウェアからの攻撃を自動に検知し，
攻撃を受けてしまった場合においても自動的にユーザのデ
ータを復元することが可能になるかもしれない．
本提案手法の現在の問題点として，復号鍵の取得成功率
が明確でない事が挙げられる．取得成功率を明確にするに
は，様々な環境下において今回の実験内容を試す必要があ
る．そのためには，本提案手法に従ってプログラムを作り，
様々な動作環境下におけるマシンでの動作確認を行い復号
鍵が正しく取れることを証明しなければならない．
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