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プロセスの複製による可用性を考慮した
ライブフォレンジック手法のマルチコア対応と評価
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概要：従来のデジタルフォレンジック手法は，ディスクを対象とし，ファイルシステムに痕跡を残さない
攻撃に対処できない．また，システムの電源断，あるいは長時間かつ高負荷な処理を必要とし，システム
の可用性を低下させる．これに対し，我々はプロセスの複製によるライブフォレンジック手法 [1] を提案
したが，この手法はマルチコア環境に適用できない．そこで，本稿では，マルチコア環境に対応したプロ
セスの複製によるライブフォレンジック手法を提案する．提案手法は，プロセスを複製し，複製先のプロ
セスから証拠を収集することで，可用性の低下を抑えつつファイルシステムに痕跡を残さない攻撃に対処
する．システムコール発行時に複製処理を挿入することでマルチコア環境に対応する．また，提案手法を
評価し，有効性について述べる．
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従来のデジタルフォレンジック手法の多くはハードディス

1. はじめに

クを調査対象としており，対策が不十分である．

サイバー攻撃に用いられる技術や手法が急速に高度化お

また，従来のデジタルフォレンジック手法の多くは，シ

よび複雑化している [2][3]．これに伴い，サイバー攻撃によ

ステムの電源断，あるいは長時間かつ高負荷な処理を必要

る被害を未然に防ぐことは難しくなってきており，被害の

とし，システムの可用性を低下させる可能性がある．この

発生を前提としたセキュリティ対策の重要性が高まってい

ため，重要インフラ制御システムをはじめとする可用性を

る．サイバー攻撃によるインシデント対応のためのセキュ

重視するシステムに対しては，従来のデジタルフォレン

リティ技術として，デジタルフォレンジックがある．デジ

ジック手法の適用が難しい場合がある．

タルフォレンジックとは，システム上でインシデントが発

制御システムにおけるデジタルフォレンジック手法の

生した際，不正者や犯罪者の特定，事故原因の究明，およ

研究としては，制御システムに対する従来手法の有効性

び責任の究明のため，システム内に残る電磁的証拠を調査

の評価 [6][7] や制御システムへの適用を想定した手法の研

する手段や技術を指す [4]．また，システムを動作させた状

究 [8][9] が実施されている．ただし，ハードディスクを調

態でのデジタルフォレンジックを特にライブフォレンジッ

査対象とする手法の研究がほとんどであり，制御システム

クという．システムがサイバー攻撃による被害を受けた場

に適用可能なメモリを調査対象とするデジタルフォレン

合には，デジタルフォレンジック手法を適用し，被害拡大

ジック手法の検討は不十分である．

防止や再発防止に取り組む必要がある．

これらの問題に対処するために，我々は，制御システム

しかし，近年では，ファイルシステムに攻撃の痕跡を残

の可用性を考慮したプロセスの複製によるライブフォレン

さない攻撃手法が増加している [5]．このような攻撃に対し

ジック手法 [1] を提案した．文献 [1] の手法では，プロセス

てはメモリ上の電磁的証拠を調査する必要があるものの，

を調査対象とし，システムの可用性の低下を抑えるために
対象となるプロセスを複製する．複製先のプロセスからメ
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モリイメージのスナップショットを取得することで，ファ
イルシステムに攻撃の痕跡を残さない攻撃手法に対処する．
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しかし，文献 [1] の手法は，シングルコア環境での適用

手法による調査のみでは，有用な証拠を入手することが難

を想定して設計しており，マルチコア環境での動作には対

しくなってきている [11]．このため，ライブフォレンジッ

応していない．マルチコア環境では，複製対象とは別のプ

ク手法を適用し，動作中のシステムから得られる揮発性の

ロセスが複製処理を実行した場合において，複製途中に対

証拠を調査する必要性が高まっている．

象となるプロセスが動作してしまう可能性があり，正しい
メモリイメージのスナップショットを取得できることが保
証されない．
そこで，本稿では，先述の問題に対処可能なライブフォ

3. マルチコア環境に対応したプロセスの複製
によるライブフォレンジック手法
3.1 要件

レンジック手法として，マルチコア環境に対応したプロセ

1 章で述べた研究背景をふまえ，提案手法が満たすべき

スの複製によるライブフォレンジック手法（以降，提案手

要件を以下に示す．

法と呼ぶ）を新たに提案する．提案手法では，対象となる

（要件 1） ファイルシステムに攻撃の痕跡を残さない攻

プロセスのシステムコール発行時にプロセスの複製処理を

撃手法への対処

挿入し，対象のプロセスのコンテキストで複製を実行する

従来のデジタルフォレンジック手法の多くは，ハー

ことで，複製途中に対象となるプロセスが動作することを

ドディスクを調査対象としている．ファイルシステム

防止する．これにより，シングルコア環境とマルチコア環

に攻撃の痕跡を残さない攻撃手法による被害を受けた

境のどちらにおいても，対象となるシステムの可用性を抑

場合，このようなデジタルフォレンジック手法では有

えつつ，ファイルシステムに攻撃の痕跡を残さない攻撃手

用な証拠を得ることができない．ファイルシステムに

法に対処できる．

攻撃の痕跡を残さない攻撃手法への対処には，メモリ

また，文献 [1] では基本的評価しか行っていないため，シ
ステムの可用性に与える影響が明らかでない．本稿では，

をはじめとする揮発性の証拠を調査する必要がある．
（要件 2） 対象となるシステムの可用性維持

可用性を重視するシステムとして重要インフラ制御システ

従来のデジタルフォレンジック手法は，システムの

ムを想定し，そのシステムの特徴をふまえたプロセスを用

電源断，あるいは長時間かつ高負荷な処理を必要とす

いて提案手法を評価することで，可用性を重視するシステ

る場合が多く，可用性の維持については考慮されてい

ムに対する提案手法の有効性について考察する．

ない．このため，重要インフラ制御システムをはじめ
とするシステムの停止が困難なシステムに対しては，

2. デジタルフォレンジック

従来のデジタルフォレンジック手法を適用できない可

デジタルフォレンジックとは，システム上でインシデン

能性がある．対象となるシステムの可用性を維持する

トが発生した際に，不正者や犯罪者の特定，事故原因の究

ため，システムが本来行うべき処理の停止や遅延の発

明，および責任の究明のため，システム内に残る証拠を調

生はできる限り避ける必要がある．

査する手段や技術を指す [4]．デジタルフォレンジック研
究会では，インシデントレスポンスや法的紛争・訴訟に際

3.2 設計方針

し，電磁的記録の改ざん・毀損等についての分析・情報収

まず，
（要件 1）を満たすために，提案手法ではメモリ上

集等を行う一連の科学的調査手法・技術として定義してい

の証拠を調査する必要がある．ただし，メモリ領域全体を

る [10]．また，システムを動作させた状態で証拠を収集し，

調査対象とした場合には，システムが本来行うべき処理へ

その証拠を調査するものを特にライブフォレンジックと

の影響が大きくなり，（要件 2）を満たせなくなる可能性

いう．

がある．そこで，提案手法では，システム上で動作するプ

従来のデジタルフォレンジック手法は，ハードディスク

ロセスにサイバー攻撃の痕跡が残されている可能性が高い

上の証拠を主な調査対象としている．これは，従来のサイ

と推察し，システム上で動作するプロセスに対してライブ

バー攻撃においては，有用な証拠の多くがハードディスク

フォレンジック手法を適用する．プロセスのメモリイメー

上に残されている場合がほとんどだったためである．代表

ジのスナップショットを収集し，解析することで，ファイ

的なデジタルフォレンジック手法としては，調査対象とな

ルシステムに攻撃の痕跡を残さない攻撃手法に対処する．

るハードディスクを別のハードディスクへ完全に物理複写

また，
（要件 2）への対処として，ライブフォレンジック

し，複写先のハードディスクを調査する手法がある．また，

手法の対象となるプロセスを複製する．対象のプロセスの

調査の効率化のため，ハードディスクのイメージファイル

複製時点における状態を複製先のプロセスに保持させ，複

を作成して調査する手法が用いられる場合もある．

製先のプロセスに対して証拠収集を行う．また，プロセス

ただし，近年では，ディスクの大容量化，ファイスシステ

の複製にはコピーオンライト機構を利用することで，プロ

ムに痕跡を残さない攻撃手法の増加，およびモバイル端末

セス複製時のメモリコピーを削減する．これにより，対象

の普及などの要因により，従来のデジタルフォレンジック

のプロセスの停止時間を最小限にし，対象のプロセスが本

c 2017 Information Processing Society of Japan
⃝

－ 238 －

図 1

提案手法の全体像

来行うべき処理に与える影響を抑える．
さらに，
（要件 2）への対処として，システム上で収集し

図 2 指定したプロセスの複製

た証拠をシステムから切り離された環境に転送する．以降
のフォレンジック工程をシステムから切り離された環境下

の状態を正しく再現できない可能性がある．このため，本

で実施することで，システム上で実施する工程は，証拠の

稿では，対象のプロセス自身が複製を実行する方式を設計

収集と転送に絞られる．これにより，提案手法の適用によ

した．指定したプロセスの複製の処理流れについて，図 2

るシステムへの影響を抑える．

を用いて以下で説明する．

(1) 複製依頼プロセスが対象のプロセスの複製要求を発行
3.3 基本方式

複製依頼プロセスは，複製処理状態を複製要求状態

3.2 節で述べた設計方針に則り，提案手法を設計した．提
案手法の全体像を図 1 に示し，以下で処理流れを説明する．

に変更することで，対象のプロセスの複製を要求する．

(2) 対象のプロセスがシステムコール呼び出しを実行

(1) 指定したプロセスの複製要求を発行

対象のプロセスにより，何らかのシステムコール呼
び出しが実行される．ここで，対象のプロセスがシス

(2) 指定したプロセスの複製を実行

テムコール本来の処理を実行する前に処理をフック

複製先のプロセスは動作せず，複製時点における状

し，提案手法の処理に移行する．

態を保持する．

(3) 複製先のプロセスから証拠を収集

(3) 対象のプロセスの複製の必要があるか否かを判定

証拠の収集が終わり次第，複製先のプロセスを削除

対象のプロセスは，複製処理状態を確認し，自プロ

する．

セスの複製を実行する必要があるか否か判定する．自

(4) 収集した証拠を対象のシステムから切り離された環境

プロセスの複製を実行する必要が無い場合には，その

に転送

ままシステムコール本来の処理に復帰する．

以降のフォレンジック工程は，対象のシステムから

(4) 対象のプロセスが自プロセスの複製を実行

切り離された環境下で実施される．

対象のプロセスは，複製処理状態を複製途中状態に

提案手法は，サイバー攻撃による被害発生時，システム
上で動作するプロセスに対して適用する．対象のプロセス

変更し，自プロセスの複製処理を実行する．

(5) 対象のプロセスが複製処理状態を更新

が本来行うべき処理に与える影響を抑えるため，対象のプ

対象のプロセスは，複製処理状態を複製完了状態に

ロセスを複製して複製先のプロセスから証拠を収集する．

変更することで，対象のプロセスの複製が完了済みで

複製先のプロセスは複製時点における対象のプロセスの

あることを通知する．その後，システムコール本来の

状態を保持することで，複製先のプロセスから対象プロセ

処理に復帰する．

スと同一の証拠を収集できる．その後，収集した証拠を対

提案手法における指定したプロセスの複製では，複製要

象のシステムから切り離された環境に転送する．これによ

求の有無や複製状況（以降，複製処理状態とよぶ）を保持

り，解析の影響を考慮する必要が無くなる．

する領域を新たに設定し，この領域を介して，複製要求元

また，プロセス複製処理部での指定したプロセスの複製

のプロセスと対象のプロセス間での複製要求や複製完了

処理について，複製要求元のプロセスが複製を実行する方

の通知を実現する．複製処理状態の各状態の説明を以下に

式と対象のプロセス自身が複製を実行する方式が考えられ

示す．

る．ただし，マルチコア環境においては，複製要求元のプ

初期状態

ロセスが複製を実行する方式では，複製途中に対象のプロ
セスが動作してしまい，複製時点における対象のプロセス
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プロセスの複製要求が無い状態を指す．プロセスの
生成時，複製処理状態はこの状態で生成される．

複製要求状態

表 1
形式

プロセスの複製要求があり，まだ複製が開始されて

提案手法における task struct 構造体の追加箇所

struct task_struct {
volatile long state;

いない状態を指す．この状態で対象のプロセスがシス

void *stack;

テムコールを呼び出すとプロセスの複製が開始される．

atomic_t usage;

複製途中状態

unsigned int flags;
..
.

プロセスの複製要求があり，複製を開始しているが，
まだ複製が完了していない状態を指す．

int proc_copy_state; /* 追加箇所 */

複製完了状態

pid_t proc_copy_pid; /* 追加箇所 */

プロセスの複製要求があり，複製が完了している状

}
追加変数

態を指す．

proc_copy_state：自プロセスに対する複製要求
の有無とその複製状況を保持

また，対象のプロセスの複製は，対象のプロセスによる

proc_copy_pid：proc copy state 変数の値に

システムコール呼び出しを契機に実行する．対象のプロセ

応じ，複製要求元または複製先の PID を保持

スに対する複製要求がある場合，システムコール本来の処
理の実行前に自プロセスを複製し，複製処理状態を更新す

表 2

る．複製依頼プロセスは，複製処理状態を確認することで，
対象プロセスの複製が完了していることを確認できる．

追加変数と値の関係

初期

複製要求

複製途中

複製完了

状態

状態

状態

状態

proc_copy_state

0

1

2

3

proc_copy_pid

0

複 製 要

複 製 要

複製先の

ない．これは，複製を実行しているコアとは別のコア上で

求 元 の

求 元 の

PID

対象のプロセスのスレッドが動作することにより，対象の

PID

PID

なお，提案手法は，マルチコア環境において複数のコア
でマルチスレッド処理を実行するプロセスには対応してい

プロセスの状態を正しく複製できない可能性があるためで
ある．このようなプロセスの場合，複製処理直前に対象の

提案手法では，ファイルシステムに攻撃の痕跡を残

プロセスのすべてのスレッドを単一のコア上で実行するよ

さない攻撃手法に対処するため，プロセスから揮発性

うに設定し，複製直後に元の設定に戻すことで対処できる．

の証拠を収集する．このため，プロセスからの証拠の
収集を実現する必要がある．

4. 実現方式

（課題 5） 別環境への証拠の転送

4.1 課題

提案手法では，収集した証拠を別環境に転送する．

3 章で述べた設計を実現するうえで，対処する必要のあ

この際，対象のシステムの可用性を考慮する必要があ

る課題を以下に示す．

ることから，処理負荷や処理時間を抑えた転送を実現

（課題 1） 複製処理状態を保持する領域の定義

する必要がある．

提案手法におけるプロセスの複製は，複製を要求す

上記の課題のうち，（課題 1）から（課題 4）に対処し，

るプロセスと複製を実行するプロセスが異なるため，

Linux 3.13.0 (64bit) に提案手法を実現した．（課題 5）は

複製処理状態を介して複製要求の有無や複製状況を判

今後の課題とする．このため，収集した証拠は，USB 経

断する．このため，複製処理状態を保持する領域を新

由で外付けハードディスクに保存することで暫定的に対処

たに定義する必要がある．

した．

（課題 2） 複製処理状態の操作
提案手法におけるプロセスの複製では，複製処理状

4.2 複製処理状態を保持する領域の定義

態を操作することで，プロセス間の複製要求や複製完

提案手法におけるプロセスの複製では，複製を要求する

了の通知を実現する．このため，これらに対応する処

プロセスと複製を実行するプロセスが異なる．このため，

理を実現する必要がある．

複製処理状態を介して対象のプロセスに対する複製要求の

（課題 3） プロセスの複製

有無や複製状況を判断する．

提案手法では，システムコール呼び出しを契機にプ

本稿では，プロセス情報を管理する task struct 構造体

ロセスを複製する．このため，システムコール呼び出

に複製処理状態を保持する 2 つの変数（proc copy state

しの際にプロセスの複製処理を挿入する必要がある．

変数と proc copy pid 変数）を追加することで実現する．

また，可用性を重視するシステムへの適用を想定して

提案手法における task struct 構造体の追加箇所を表 1

いるため，処理負荷や処理時間を抑えたプロセスの複

に示す．また，提案手法で追加する 2 つの変数と値の関

製を実現する必要がある．

係を表 2 に示す．proc copy state 変数には，自プロセ

（課題 4） プロセスからの証拠の収集
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スに対する複製要求の有無とその複製状況が格納され，
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表 3

指定したプロセスの複製を要求するシステムコール

形式

int require_proc_copy(pid_t pid)

引数

pid_t pid：対象となるプロセスの ID

戻り値

成功：1

表 4
形式

int
get_proc_copy_state(pid_t pid, pid_t *c_pid)

引数

pid_t pid：対象となるプロセスの PID
pid_t *c_pid：複製先のプロセスの PID

失敗：0
機能

指定したプロセスの複製状態を確認するシステムコール

戻り値

引数として指定した PID に対応するプロセスの複製を要

成功：複製状態に対応する値 (0–3)
失敗：−1

求する．具体的には，引数として指定した PID に対応す
るプロセスの task struct 構造体の proc copy state

機能

引数として指定した PID に対応するプロセスの複

変数の値を 1 に設定することで，当該プロセスを複製

製状況を確認する．具体的には，引数として指定し

要求状態にする．

た PID に対応するプロセスの task struct 構造体の

proc copy state 変数の値を返す．また，引数として
指定した PID に対応するプロセスが複製完了状態であ

proc copy pid 変数には，proc copy state 変数の値に応

る場合には，引数として指定した PID に対応するプロ

じて，複製要求元または複製先のプロセスの PID が格納さ

セスの task struct 構造体の proc copy pid 変数の

れる．これらの変数を操作することで，複製要求元のプロ

値を c pid 変数に格納する．

セスと対象のプロセス間で複製要求や複製完了の通知を実
現する．

実現することで，提案手法におけるプロセスの複製を実現

4.3 複製処理状態の操作

を利用している．コピーオンライト機構は，複製時にプロ

した．fork() システムコールは，コピーオンライト機構
提案手法におけるプロセスの複製では，4.2 節で述べた

セス間でメモリページを複製せずに共有し，共有している

proc copy state 変数と proc copy pid 変数の値を変更

メモリページの書き換えが発生した際に初めてメモリペー

することで，プロセス間の複製要求や複製完了の通知を

ジを複製する．このため，無駄なメモリコピーを省くこと

実現する．本稿では，これらをシステムコールとして実現

ができ，プロセス複製時の処理負荷や処理時間を抑えるこ

する．

とができる．

指定したプロセスの複製を要求するシステムコールの
仕様を表 3 に示す．require proc copy() システムコー

4.5 プロセスからの証拠の収集

ルは，引数として指定した PID に対応するプロセスの

提案手法では，ファイルシステムに攻撃の痕跡を残さな

task struct 構造体の proc copy state 変数の値を 1 に

い攻撃手法に対処するため，プロセスから揮発性の証拠を

設定することで，対象のプロセスを複製要求状態にする．

収集する．このため，プロセスからの証拠の収集を実現す

また，指定したプロセスの複製状態を確認するシステム

る必要がある．

コールの仕様を表 4 に示す．get proc copy state() シ

本稿では，証拠として，プロセスのメモリイメージのスナッ

ステムコールは，第 1 引数として指定した PID に対応する

プショットを収集する．プロセスがマッピングされている仮

プロセスの task struct 構造体の proc copy state 変数

想メモリ領域についての情報は，/proc/[pid]/maps ファイ

の値を返す．また，第 1 引数として指定した PID に対応す

ルを確認することで入手できる．ptrace() システムコール

るプロセスの task struct 構造体の proc copy state 変

を用いて対象のプロセスをトレースし，/proc/[pid]/maps

数の値が 3，すなわち複製完了状態である場合には，第 2

から得られた仮想メモリ領域についての情報を用いて

引数に task struct 構造体の proc copy pid 変数の値を

read() システムコールによるメモリ読み出しを行うこと

格納する．

でプロセスからのメモリイメージのスナップショットの収
集を実現した．

4.4 プロセスの複製

なお，本稿では，プロセスのメモリイメージのスナップ

提案手法では，システムコール呼び出しを契機にプロセ

ショットの収集のみを実現しているが，実際には，プロセ

スを複製する．このため，システムコール呼び出しの際に

スの親子関係やプロセスによって操作されているファイル

処理をフックする必要がある．本稿では，システムコール

情報なども有用な情報となりうる可能性がある．提案手法

呼び出し直後に実行されるシステムコールハンドラの処理

において収集すべき証拠については，今後，検討および実

において，システムコール本来の処理の直前に提案手法の

現を進める必要がある．

処理を挿入することで実現した．
また，提案手法は，可用性を重視するシステムへの適用
を想定しているため，処理負荷や処理時間を抑えたプロ

5. 評価
5.1 評価項目と評価環境
基本性能と可用性を重視するシステムに対する有効性を

セスの複製を実現する必要がある．このため，本稿では，

fork() システムコールの実装を参考に新たな内部関数を
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明確にするために評価を実施した．評価項目を以下に示
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表 5

評価環境

CPU

Intel(R) Core(TM) i5-4460，3.20GHz

メモリ

8GB

OS

Ubuntu 14.04.3 LTS

カーネル

Linux 3.13.0-67，64bit

表 6

プロセスの複製と終了にかかる処理時間（単位：µs）
複製

証拠収集

終了

（うち DK 書き出し）
処理時間

17.84

453, 638.56

49.47

（323, 064.17）

表 7

getpid() システムコールのオーバヘッド（単位：µs）

す．また，評価環境を表 5 に示す．
（評価 1） 複製先のプロセスから得られるメモリイメー

処理時間

導入前

導入後

オーバヘッド

0.0868

0.0955

0.0087

ジのスナップショットの検証
提案手法は，対象のプロセスを複製し，複製先のプ

のプロセスを複製して複製先のプロセスから証拠を収集す

ロセスから証拠を収集する．複製先のプロセスから得

る．また，証拠の収集後には複製先のプロセスを終了させ

られるメモリイメージのスナップショットが，対象の

る．このため，対象のプロセスから直接証拠を収集する場

プロセスと同一であることを検証した．

合と比較すると，提案手法における証拠の収集にはプロセ

（評価 2） プロセスの複製と終了にかかる処理時間

スの複製と終了による遅延が発生する．そこで，プロセス

提案手法では，対象のプロセスから直接証拠を収集

の複製と終了にかかる処理時間を測定した．本評価では，

する場合に比べ，プロセスの複製と終了の処理による

getpid() システムコールを繰り返し実行するプログラム

遅延が発生する．このため，プロセスの複製と終了に

を自作し，対象のプロセスとして使用した．なお，対象の

かかる処理時間を評価した．

プロセスの仮想メモリ領域のサイズは，4, 188KB だった．
評価結果を表 6 に示す．プロセスの複製にかかる処理時

（評価 3） システムコールのオーバヘッド
提案手法は，システムコールの処理に提案手法の処

間は 17.84µs と小さい値であり，コピーオンライト機構に

理を挿入することで実現する．提案手法の導入によっ

よって高速にプロセスを複製できていることが分かる．ま

て発生するシステムコールのオーバヘッドを評価した．

た，プロセスの複製と終了にかかる処理時間は 67.31µs で
あり，証拠の収集にかかる処理時間に比べ，非常に小さい．

（評価 4） 対象のプロセスに発生する遅延時間
提案手法は，重要インフラ制御システムをはじめと
する可用性を重視するシステム上で動作するプロセス

このため，プロセスの複製と終了による遅延の影響はほと
んどないと推察できる．

への適用を想定している．重要インフラ制御システム
の特徴をふまえたプロセスに提案手法を適用した場合

5.4 システムコールのオーバヘッド
本評価では，プロセスの複製要求が無い場合における

に，対象のプロセスに発生する遅延を評価した．

getpid() システムコールのオーバヘッドを測定した．
5.2 複製先のプロセスから得られるメモリイメージのス

getpid() システムコールの 1 回当たりの処理時間は，
getpid() システムコールを 100 回実行するのにかかる合計

ナップショットの検証
提案手法は，複製先のプロセスが複製時点における対象

処理時間から算出した．なお，glibc 2.3.4 以降の getpid()

のプロセスの状態を保持しており，複製先のプロセスから

システムコールのラッパー関数は，PID をキャッシュし，

得られる証拠が対象のプロセスから得られる証拠と同一で

プロセスが繰り返し getpid() システムコールを発行する

あることを前提としている．そこで，対象のプロセスと複

ことを避ける．このため，getpid() システムコールの発

製先のプロセスからそれぞれメモリイメージのスナップ

行には，syscall() 関数を使用し，syscall() 関数を測定

ショットを収集し，diff コマンドを用いてそれらを比較

区間とした．
評価結果を表 7 に示す．getpid() システムコールの

することで，同一のメモリイメージのスナップショットを

オーバヘッドは 0.0087µs であり，比較的小さい値である．

収集できるか検証した．
対 象 の プ ロ セ ス と し て ，top コ マ ン ド を 実 行 す る

これは，プロセスの複製要求が無い場合，システムコール

/usr/bin/top プロセスを使用して評価した．評価によ

に追加される処理は，システムコールのフックとプロセス

り，対象のプロセスと複製先のプロセスから得られるメモ

の複製要求の有無の判定のみであるためである．

リイメージのスナップショットに差分は無く，同一である

5.5 対象のプロセスに発生する遅延時間

ことを確認した．

提案手法は，重要インフラ制御システムのような可用性
を重視するシステム上で動作するプロセスへの適用を想定

5.3 プロセスの複製と終了にかかる処理時間の評価
提案手法では，プロセスから証拠を収集する．ただし，
対象のプロセスから直接証拠を収集するのではなく，対象
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している．このため，提案手法の適用による可用性の低下
は，できる限り抑えるべきである．そこで，提案手法の適
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表 8

対象のプロセスに発生する遅延時間 (SCHED FIFO の場合)

表 9

対象のプロセスに発生する遅延時間 (SCHED OTHER の場合)

遅延時間（単位：µs）
最小

平均

最大

提案手法非適用時

1.045

2.056

19.872

提案手法

1.069

2.191

0.024

0.125

適用時

遅延時間の差分

遅延時間（単位：µs）
最小

平均

最大

提案手法非適用時

8.844

51.396

967.016

236.728

提案手法

3.374

53.778

9, 161.030

216.856

遅延時間の差分

−5.470

2.382

8, 194.014

用によって対象のプロセスに発生する遅延を測定すること
で，提案手法の適用による可用性への影響を評価した．
対象のプロセスは，重要インフラ制御システム上で動作

適用時

すことはほとんどないと推察できる．

6. 関連研究

するタスクを想定し，一定の時間間隔で周期的に割り込

制御システムのオープン化によって制御システムに対す

み処理を実行する．評価には，オープンソースのベンチ

るセキュリティ脅威が表面化してきたことから，近年，制

マークツールである cyclictest を使用した．cyclictest は，

御システムセキュリティの重要性が高まっている．制御シ

指定時間での周期的な割り込み要求を実行し，その割り込

ステムにおけるデジタルフォレンジック手法の研究とし

み要求によって実行されるスリーププログラムの遅延時

て，文献 [6][7][8][9] がある．

間を測定できる．本評価では，cyclictest を 1 分間実行し，

文献 [6] では，dd コマンドによるディスクイメージ収集

cyclictest に対して提案手法を適用しない場合と繰り返し

手法を実行した場合におけるシステムへの負荷を測定し，

適用する場合の遅延時間をそれぞれ測定した．測定結果

制御システムでの有効性を評価している．また，文献 [7]

の差分を提案手法の適用による遅延時間とみなすことで，

では，文献 [6] の評価をふまえ，dd コマンドによるディス

可用性への影響を評価した．なお，cyclictest の実行周期

クイメージ収集手法を実行した場合における制御システム

は，重要インフラ制御システムの実行周期をふまえ，1ms

で動作するタスクに対する遅延時間を測定し，制御システ

に設定した．また，cyclictest のスケジューリングポリシ

ムへの適用可能性を評価している．

は，SCHED FIFO に設定して優先度 99 で動作させる場合と

文献 [8] では，インシデントの検知漏れやシステムの性

SCHED OTHER に設定して優先度 0 で動作させる場合の 2 通

能低下の対処としてホットデジタルフォレンジックという

りで評価した．なお，cyclictest プロセスの仮想メモリ領

手法を提案している．文献 [8] の手法では，ホットバック

域のサイズは，18, 908KB だった．

アップとイメージバックアップを組み合わせたバックアッ

スケジューリングポリシを SCHED FIFO に設定した場合

プにより，証拠の収集時間を短縮する．また，インシデン

の評価結果を表 8 に示し，SCHED OTHER に設定した場合の

トの検知や証拠の解析は，対象のシステムから切り離され

評価結果を表 9 に示す．

た環境で実施することで，システムへの影響を抑える．
文献 [9] では，状況に応じてシステムをモニターモードと

まず，表 8 について，提案手法の適用による平均遅延時
間は 0.125µs であり，わずかな増加である．また，提案手

フォレンジックモードに切り替える方式を提案している．

法の適用による遅延時間は，最小値，平均値，および最大

平常時にはモニターモードを動作させ，制御システムの状

値のいずれにおいても 250µs 以内である．文献 [12] による

態を監視し，異常を検出した場合にはフォレンジックモー

と，制御システムの通信における問い合わせから応答まで

ドに切り替えてインシデント対応を行う．また，文献 [9]

の時間は，250µs から 10ms 程度であることから，これら

では，低負荷な証拠の収集の実現を課題としており，これ

の値は許容範囲内であると推察できる．

の対処としてプロセスやメモリから得られる証拠の収集を

次に，表 9 について，提案手法の適用による平均遅延時

挙げている．
また，ディスクの大容量化や対象となるシステムの多様

間は 2.382µs である．増加率は +3% 程度であることから，
スケジューリングポリシを SCHED FIFO に設定した場合の

化に伴い，デジタルフォレンジックにおける証拠収集にか

評価結果と同様に比較的低い数値であると考えられる．ま

かる時間が長大化している．これに対し，迅速な証拠収集

た，提案手法の適用による遅延時間について，最小値と平

を目的としたデジタルフォレンジック手法の研究として，

均値は 250µs の値であることから許容範囲内だと推察で

文献 [13][14][15] がある．
文献 [13] では，広範囲の Linux カーネルに対応するた

きる．しかし，最大遅延時間については，8ms 強であり，

250µs を大きく上回っている．ただし，非リアルタイムス

め，システム上に既に存在するカーネルモジュールにメモ

ケジューリングで運用されるような制御システムの場合で

リ収集処理を組み込む手法を提案している．これにより，

は，制御システムの通信における問い合わせから応答まで

Linux カーネル毎にメモリ収集用のカーネルモジュールを

の時間のデッドラインを極短時間な値に設定する必要性は

用意する必要が無くなり，迅速なデジタルフォレンジック

低いと考えられるため，制御システムの運用に影響を及ぼ

手法の適用を可能にする．
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文献 [14] では，仮想化環境におけるサイバー攻撃に対す
るデジタルフォレンジック手法として，VMMF という手
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