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フォレンジック技術を利用した
携帯端末のための証拠保全手法
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概要：携帯端末は現在，住所，電話番号，メールアドレス，通話履歴などの個人情報を多く含む重要な情
報端末である．携帯端末が法人利用されることが増加している中で，安易に情報を取り扱ってしまう「無
知」や，携帯端末の誤操作や紛失・盗難をされてしまう「過失」
，情報の横流しなどを行うための意図的な
持ち出しをする「故意」などの人的要因のインシデントを減少させるため，それらを後々に証明できる必
要がある．本論文では，人的要因のインシデントを証明すること，またユーザ自身の振舞いを証明するこ
とを目的とし，携帯端末へフォレンジック技術を適用した際の証拠の信頼性，CPU やメモリなどの計算資
源が少ないという問題点を考慮し，携帯端末内の証拠保全手法の提案を行う．提案する証拠保全手法では，
保全データの優先順位付けとヒステリシス署名を用いて携帯端末にフォレンジック技術を適用した際の問
題点を解決する．
キーワード：デジタルフォレンジック，携帯端末，情報セキュリティインシデント，ヒステリシス署名，
署名履歴交差
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Abstract: The portable terminal is an important information terminal that contains a lot of individual information such as addresses, telephone numbers, e-mail addresses, telephone call history and so on. As corporate
use of a portable terminal increases, it will be necessary to prove the cause of computer security incidents
to decrease information leaks due to human factors. These factors include “ignorance” (unwittingly losing
information), “fault” (wrong operation, loss, or theft of portable terminals), and “intention” (intentionally
selling information illegally). In this paper, we propose a method to preserve information in the portable
terminal to prove the terminal’s behavior and how information has leaked. This paper tackles two problems.
One is the reliability of the evidence when we applied digital forensics to the portable terminal and the other
is the scarce calculation resources of CPU and memory, etc. Our proposed method solves these two problems
by using the hysteresis signature and priority level of the evidence preservation.
Keywords: digital forensics, portable terminal, information security incident, hysteresis signature, signature
history intercrossing
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現在，多くの人が携帯電話，スマートフォン，タブレッ
ト端末など様々な携帯端末を所有しており，それらの端末
は様々な状況で利用できる重要な情報端末となっている．
無線 LAN スポットが増加するなど高速無線ネットワーク
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を利用しやすい環境も整いつつあり，他の携帯端末・サー

定期的に証拠を収集し，保全できる必要がある．また，通

バとの通信の際に，従来からの携帯電話回線だけでなく，

話記録やメールの送受信に限らず，端末の操作ログや設定

高速無線ネットワークの利用も想定できる．現在でも，多

ファイルなど，できるだけ多くの情報を証拠として収集・

くのスマートフォンやタブレットでは無線 LAN 機能が搭

保存できることが望ましい．これらの情報は，ユーザが

載されており，今後の携帯端末においては標準的に搭載さ

「いつ，何をしていたのか」というユーザの振舞いを証明す

れる機能と考える．利用される状況は，個人利用における

る証拠となりうる．同時に携帯端末内のこれらの証拠を収

音声での連絡手段としてだけではなく，法人利用における

集・保全した場合の証拠の信頼性を確保する必要がある．

データ通信での情報共有，外部から社内のシステムへの

しかし，携帯端末は CPU やメモリなどの計算資源が限ら

アクセスなどがある．これらの状況では住所や電話番号，

れているため，つねに多くの情報を取得し続けることが難

メールアドレスや通話履歴，操作ログやファイル情報など

しく，また端末のみでの証拠の信頼性確保は難しい．

の多くの重要な個人情報が利用される．特に法人利用を想

そこで本論文では，携帯端末を用いた人的要因の情報セ

定した場合，個人情報が利用される際には情報セキュリ

キュリティインシデントを減少させること，またユーザ自

ティ対策を施す必要がある．これまでの情報セキュリティ

身の振舞いを証明することを目的とし，携帯端末内の多く

対策は主に外部からの侵入や操作を防ぐという観点でとら

の情報を定期的に証拠として収集・保全するための手法を

えられてきた．

提案する．提案手法はデジタルフォレンジックを携帯端末

しかし，現在，内部から外部へ情報が漏洩することが問
題となっている．内部から外部へ情報が漏洩する情報セ
キュリティインシデントの 9 割以上が「人的要因」であり，
バグやセキュリティホール，マルウェアといった「外的要
因」は非常に少ない [1]．人的要因の情報セキュリティイン
シデントは，無知，過失，故意の 3 つに大きく分類するこ

に適用したものであり，次の 3 つの特徴を持つ．

(a) 携帯端末上での証拠の保全に関する脆弱性（証拠の損
失）に対応するために，定期的に証拠を収集し，ネッ
トワークを介して外部のサーバに保存する．

(b) 携帯端末の計算資源が限られているという制約を考
慮するために，端末内の証拠データの性質（揮発性，

とができる．安易に情報を取り扱ってしまう「無知」，携

収集オーバヘッド）に応じた頻度で収集を行う．

帯端末の誤操作や紛失・盗難をされてしまう「過失」，情

(c) 証拠の信頼性確保が難しいという問題点を解決するた

報の横流しなどを行うための意図的な持ち出しをする「故

めに，端末とサーバ間で署名履歴を交差させ，ヒステ

意」である．

リシス署名を併用することで，証拠の信頼性を向上さ

人的要因の情報セキュリティインシデントを減少させる
方法として，人に対する直接的な教育を継続的に施す方法
と，携帯端末に物理的な対策を施して人のミスをカバーす
る方法がある．人に対する直接的な教育を施す場合，未然
に被害を防ぐことが可能だが，効果が現れるまでに時間が

せる．
そして，定性評価および基礎的な定量評価の結果に基づ
いて提案手法の有用性について検討する．

2. 関連研究

かかり，それにともない人的・金銭的コストが多くかかっ

本章では，ライブフォレンジック技術，既存の携帯端末

てしまう．そのため，我々は物理的な対策の 1 つである

を対象としたフォレンジックツール，携帯端末を用いたデ

「デジタルフォレンジック」に着目し，携帯端末へ適用する

ジタルフォレンジックの実現手法，および証拠の信頼性を

ことで人的要因の情報セキュリティインシデントを減少さ

確保するための署名技術であるヒステリシス署名と署名履

せる方法を提案する．

歴交差について説明する．

デジタルフォレンジック [2] は不正侵入や情報漏洩など
の情報セキュリティインシデントを証明することを目的と

2.1 ライブフォレンジック

し，コンピュータ内のハードディスクやネットワーク内を

コンピュータを対象としたデジタルフォレンジックで

流れる全通信を対象として証拠を収集・保全・解析する技

は，多くの場合，何か問題を確認した後に，コンピュータ

術である．デジタルフォレンジックには「情報のとりこぼ

の電源を切りシステム上のデータが変化しない状態にして

し」
「性能低下，システムの停止」
「検知遅れ」
「調査活動

データの収集を行う．近年では，前述の「情報のとりこぼ

が証拠破壊につながる」といった課題がある [3]．また，携

し」や「検知遅れ」などの問題に対応するために，電源を

帯端末へデジタルフォレンジックを適用させる際の課題と

切らずに，システムを稼働させたまま定期的に証拠を収集

して「通信機能の充実による不正操作」
「データ記憶の仕

する「ライブフォレンジック」と呼ばれる手法も提案され

組みの違い」
「証拠の信頼性」といった課題がある [2]．携

ている [3], [4]．しかしながら，既存のライブフォレンジッ

帯端末はつねにユーザが持ち歩いているものであり，情報

クの手法は，計算資源の制約のないコンピュータ上のデー

セキュリティインシデントが発生した際のユーザの振舞い

タやファイルの収集・保全を対象とするものであり，計算

を証明するためには，携帯端末を日常的に使用しながら，

資源の乏しい携帯端末に適用するのは難しい．本研究は，
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携帯端末使用中（つまりシステム稼働中）に，システムを

し，分析する．Level 3 のツールは，削除してしまったデー

停止させずに，継続的に証拠データを収集・保全しようと

タ，あるいは，故意に隠されているデータを復元すること

している点で，ライブフォレンジックの研究と位置付けら

もできるが，データ抽出に時間がかかる．Level 4 は，携

れるが，携帯端末の計算資源の制約を考慮している点が異

帯端末からメモリチップを物理的に取り出して，専用リー

なる．

ダでチップ中のデータを取り出して分析する．Level 5 は，
物理ゲートの状態を手作業で解釈するもので，非常にコス

2.2 モバイルフォレンジック

トが高い．
「情報のとりこぼし」という観点では，レベル

モバイルフォレンジックは，PDA やメモリカードなど

の高いツールほど，とりこぼしなく証拠を抽出し，分析で

携帯端末内部に残る情報を証拠として収集し，自分の行動

きる．しかしながら，Level 4 や Level 5 は携帯端末を完全

の証明や携帯端末利用者の不正を後に証明するための技術

に停止させている状態であり，Level 2 や Level 3 では証拠

である．

データの抽出時に専用デバイスの接続を必要とする．

2.2.1 携帯端末を対象としたフォレンジックツール

Device Seizure [13] は，RIM BlackBerry，Palm，Sym-

まず，スマートフォンなどの携帯端末を対象とした取り

bian，Microsoft Windows Mobile などの携帯端末を対象と

組みとして，標準化に関するものがある．多種多様なフォ

したフォレンジックツールである．その特徴として，携帯

レンジックツールおよび携帯端末の存在は，フォレンジッ

端末のすべてのファイルをオリジナルデータのままで保存

ク調査を行う人が適切なツールを選択し，利用するうえで負

できること，データの収集から解析までを Device Seizure

担となる．そこで，モバイルフォレンジックツールの信頼

のみで行えることがあげられる．データは論理コピーや物

性を量るために，スマートフォンツール仕様（Smartphone

理コピーで保存でき，Bluetooth や IrDA，ケーブルで接続

Tool Speciﬁcation）[5] が提案されている．この仕様では，

してデータを保存する．データ保存する際にはつねにデー

携帯端末本体のメモリ，SIM カードそれぞれに保存され

タ保存を行う機器との接続が必要である．

る情報を分類・整理し，ツールに対する要求条件を定めて

SIMIS [14] は SIM カードを対象としたフォレンジック

いる．また，文献 [6] では，既存のデジタルフォレンジッ

ツールである．その特徴として，SIM カードのデータの

クの調査プロセスのモデル [7], [8] が，スマートフォン特

取得と分析に対応していること，制御カード，データ保存

有の性質から考えて不十分であると指摘し，その中でも標

カード，分析アプリケーション，カードリーダから構成さ

準化の問題に着目し，Smartphone Core Components List

れていること，それぞれのプロセスが独立して動作してい

（SCCL）という共通項目を定め，調査プロセスのモデルの

ることがあげられる．データは SIM カードの物理コピー

検討を行っている．本論文はフォレンジック技術の標準化

を保存できる．しかし，データ保存には専用の機器との接

やモデルを対象としたものではないが，提案手法を普及さ

続が必要であり，その機器を携帯しなければならない．

せる観点では，標準化や保全対象であるデータの整理・分
類は重要であると考えられる．

これらのモバイルフォレンジックツールは，あくまで，
抽出直前に携帯端末に保存されている証拠データを対象と

既存の多くのモバイルフォレンジックツールの主な目的

するものであり，携帯端末の使用中・操作中に，その動作

は，対象とする携帯端末内部の情報（証拠データ）を何ら

を止めずに，端末内に保存される証拠を抽出しようとする

かの手段によって抽出し，分析することである．たとえば，

ものではない．
「いつ，何をしていたか」というユーザの

文献 [9] では，2 つの代表的な分析ツール（UFED Physical

振舞いを証明するためには，携帯端末の操作を継続しなが

Pro [10]，XRY [11]）の比較・検討を前述のスマートフォン

ら，定期的に証拠となるデータを収集し，保存する必要が

ツール仕様に基づいて行っている．さらに，文献 [12] では，

ある．

証拠の抽出・分析の観点から，フォレンジックツールを次

また，既存のモバイルフォレンジックツールが対象とし

の 5 段階のレベルに分類している．

ているのは，通話履歴や電話帳などの不揮発メモリに保存

• Level 1：Manual Extraction

されているデータ（不揮発性データ）であるが，ネットワー

• Level 2：Logical Extraction

クの接続状況や実行中のプロセスなどの揮発性メモリに

• Level 3：Physical Extraction

一時的に保存されているデータ（揮発性データ）は対象と

• Level 4：Chip-Oﬀ

してない．本論文では，不揮発性データだけでなく揮発性

• Level 5：Micro Read

データも対象とし，携帯端末の使用中に，どのように，そ

Level 1 は，携帯端末の画面を見ながら，手作業で記録す

れらの証拠データを収集し，保存するかについて検討する．

る．Level 2 は，有線あるいは無線の通信によって専用デ

我々の提案手法では，特別な接続デバイスを必要とせず，

バイスと携帯端末を接続し，データ（論理コピー）を抽出

無線ネットワークを介してサーバに証拠データを保存し，

し，分析する．Level 3 は，Level 2 と同様に専用デバイス

証拠の信頼性を確保するためにヒステリシス署名（2.3 節）

と接続するが，論理コピーだけでなく，物理コピーを取得

と署名履歴交差（2.4 節）を用いている点が，既存のモバイ
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図 2

署名履歴交差

Fig. 2 Signature history intercrossing.
図 1

ヒステリシス署名の処理

Fig. 1 Processing flow of hysteresis signature.

することで署名の偽造は困難であると考えられ，本提案手
法においてもヒステリシス署名を採用する．

ルフォレンジック技術とは異なる．

2.2.2 携帯端末を利用したデジタルフォレンジック
國井らは小規模なコンピュータ環境において，デジタル

芦野らは，PC での操作履歴を対象として，その履歴
データの証拠性を確保するために，PC に接続するセキュ
リティデバイスとヒステリシス署名を用いている [4]．文

フォレンジックを実現しつつファイルを管理するシステム

献 [4], [15] はともに PC 内のデータを対象としているが，

を提案している [15]．このシステムでは携帯端末を署名生

我々の提案手法では，携帯端末内のデータを対象とし，そ

成デバイスとして使用しているが，署名対象は，あくまで

の特性を考慮することで，それらのデータを種類に応じて

PC 上のファイルであり，携帯端末内の情報の収集・保全

優先度付けを行い，優先度に応じた頻度でデータ収集を

は行っていない．我々の提案手法では，携帯端末内の情報

行っている点が異なる．提案手法ではさらに，署名履歴交

を収集して保存することで，携帯端末に関する情報セキュ

差も導入することで，署名の信頼性を高めている．

リティインシデントを証明することを目的としている．

2.4 署名履歴交差
2.3 ヒステリシス署名

署名履歴交差とは，署名生成履歴の証明力を向上させる

ヒステリシス署名は，電子文書の長期運用の際に問題と

手段であり，あるユーザの署名生成履歴と別のユーザの署

なる署名生成鍵の漏洩や推定による被害を最小限にするた

名生成履歴とを交差させるものである [16]．前述のヒステ

めの対策技術の 1 つとして有用なものの 1 つであり，ヒス

リシス署名では，署名を行うのはあくまで 1 人のユーザで

テリシス署名を利用した関連研究も多い [14], [15], [16]．

あるが，署名履歴交差では，複数のユーザの署名の履歴を

この技術では，電子文書を登録する際に署名情報を履歴

活用し，組み合わせることで，署名の改ざんなどに対する

に残す．電子文書に署名をする際には履歴に残された署名

耐性を高めることができる．図 2 に署名履歴交差の例を示

情報を取り込んで新たな署名を生成する．そのため，電子

す．まずユーザ A が署名 SA を作成し，その署名を付与し

文書間に時系列的な連鎖構造が生まれる．具体的には，署

て文書をユーザ B に送る．文書を受理したユーザ B は，署

名対象となる電子文書と，直前の署名記録のハッシュ値を

名履歴 SA と自身の署名 SB から新たな署名履歴 SBA を作

結合し，自己の秘密鍵を用いて従来の署名生成処理を行っ

成し，その署名入り文書をユーザ A に送る．ユーザ A は，

てヒステリシス署名付きメッセージを生成する．また同時

署名履歴 SBA を利用して新たな署名履歴 SABA を作成し，

に署名情報を履歴に残す（図 1）．

その署名入り文書をユーザ B に送る．このように，各利用

ヒステリシス署名の検査をする場合，ヒステリシス署名
付きメッセージに対して公開鍵による通常の署名検証を行
う．また，検査の際に署名生成履歴の整合性検証として，

者の署名履歴を交差させることで署名の改ざんをより困難
にすることができる．
署名履歴交差により，不正者が署名を偽造する際に，署

ヒステリシス署名付きメッセージに過去の署名に関する情

名履歴の中に他の利用者と履歴交差を行った部分があれ

報があるかどうかを確認し，署名記録の連鎖性を確認でき

ば，交差相手の署名履歴をも偽造する必要があり，署名の

る．そのため，不正者がある文書や署名を偽造するために

偽造がよりいっそう困難になる．

は，文書自体の偽造や電子文書作成者の秘密鍵を用いて署

洲崎 [16] らは，過去において，その電子署名が生成され

名を偽造するだけでなく，過去の署名生成履歴を反映した

ていないことを示すために，署名履歴交差とヒステリシス

電子文書間の時系列的な連鎖構造を反映させて偽造しなけ

署名とを組み合わせた手法を提案している．あるユーザの

ればならない．以上のことから，ヒステリシス署名を利用

署名付きメッセージの正当性を示すために，別のユーザの
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署名履歴を利用してヒステリシス署名を用いて新たな署名

(A) 携帯端末上で定期的にデータを収集し，ネットワー

を生成し，交差させる．署名対象は我々が対象としている

ク経由でサーバに証拠として保全する．物理的に専用

ものと異なるが，ヒステリシス署名と署名履歴交差の考え

機器を接続することなく，携帯端末の外部に時系列的

方は，携帯端末内のデータの証拠性を確保するうえでも有

に証拠を蓄積できるため，証拠のとりこぼしの可能性

用であると考え，採用する．本論文では，携帯端末に対す

を軽減できる．

るフォレンジック技術の適用を目的とし，その際の問題点

(B) 携帯端末内のデータに優先順位を付けて，その優先

を解決できる手法を提案する．我々の提案手法では，携帯

順位に従ってデータの収集頻度を設定することで端末

端末内のデータを収集・保存の対象とし，携帯端末とサー
バの間で署名履歴を交差させ，署名履歴の生成にヒステリ
シス署名を用いる．

3. 提案する証拠保全手法
3.1 要求条件
携帯端末に対してデジタルフォレンジックを適用する際

の負荷を軽減する．

(C) 携帯端末とサーバの間で署名履歴を交差させること
で証拠の信頼性を確保する．

3.2 前提条件
提案する証拠保全手法は証拠の収集を行う携帯端末，お
よび証拠の保全と信頼性確保を行うサーバで構成される．

に前述した方法と同じ方法を適用するには様々な問題があ

サーバは認証局のような十分に信頼でき，サーバ内へのア

る．越智ら [3] があげたデジタルフォレンジックの課題，

クセスは厳格に制限されているものとする．サーバの例は

辻井 [2] があげた携帯端末へデジタルフォレンジックを適

以下のとおりである．

用する際の課題を参考に，本論文で必要となる携帯端末に

(1) 認証局

デジタルフォレンジックを適用する際に必要となる要求条

認証局と他の当事者にデジタル公開鍵証明書を発行する

件を定める．以下に示す携帯端末内の証拠収集・保全の問

機関である．公開鍵証明書には公開鍵とその持ち主の記載

題を解決することを本論文での要求条件とする．

があり，個人，組織，サーバその他がその公開鍵に対応し

( 1 ) 人的要因の情報セキュリティインシデントの痕跡を取

た秘密鍵の持ち主だと証明する．認証局は運用実績や知名

得できない
携帯端末は，データ記憶媒体にフラッシュメモリを使用

度などのデジタル公開鍵証明書以外の方法で信頼性が示さ
れることや，アクセスが厳格に制限されていることから信

しており，ハードウェアリセットによりすべての情報を消

頼できる第三者といえる．

去することが容易である．そのため，証拠の消去をされて

(2) ISP

しまい適切な情報漏洩の痕跡が取得できない可能性があ

ISP とは Internet Service Provider の略であり，インター

る．また携帯端末は基本的に持ち歩いて利用するため，専

ネットに接続する際のユーザごとの ID やパスワードの管

用の機器が必要な場合にはその場で証拠を取得することが

理，アクセス制限などを行っている．日本では電気通信事

難しく，証拠をとりこぼす可能性がある．

業者の 1 つとして位置づけされており，国から認可されて

( 2 ) データ収集や証拠保全が携帯端末の性能を低下させ，

業務を行っているため信頼性が高いといえる．

システムを停止してしまう
データ収集時に，外部から機器を接続する方法ではシス

提案する証拠保全手法ではこれらのサーバを利用できる
ものとする．また提案する証拠保全手法を利用する際には

テムを停止する必要があり，また持ち歩いて使用する携帯

無線ネットワーク（IEEE 802.11g 以上の速度が出るもの）

端末には不向きである．物理コピーの取得を頻繁に行う方

につねに接続しているものとする．

法では，携帯端末の計算資源を多く必要とするため，シス
テムの性能低下やシステム停止により緊急時の連絡が不可

3.3 情報の優先順位と収集頻度

能となってしまう．

3.3.1 情報の優先順位

( 3 ) 携帯端末のみで証拠収集・保全を行った際，証拠の信
頼性が確保されていない

携帯端末のデータは，揮発性の状態と不揮発性の状態の
両方で存在する．揮発性データとは，稼働中のシステム上

収集・保全を行った際に自身だけで電子署名を行った場

に存在し，コンピュータの電源を切ると消失するデータ

合，秘密鍵が漏洩することで電子署名の偽造が可能となり，

（システムの現在のネットワーク接続など）を指す．不揮

また署名の時間的順序性も保てない．また，携帯端末は通

発性データとは，コンピュータの電源を切ったあとも存続

信機能が充実しているため，収集活動が証拠に与える影響

するデータ（ハードディスクドライブに格納されたファイ

以上に，悪意ある操作により証拠が改ざんされる可能性が

ルシステムなど）を指す．一般的に推奨されるデータ収集

ある．

時の優先順位 [17], [18] を参考にした，携帯端末の揮発性

本研究では，上記の問題点 ( 1 )，( 2 )，( 3 ) を解決するた
めに，それぞれ次のアプローチ (A)，(B)，(C) をとる．
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揮発性データおよび不揮発性データの優先順位

Table 1 Priority of volatile and nonvolatile data.

図 3

提案手法の流れ

Fig. 3 Processing flow of the proposed method.

表 2

収集頻度と収集範囲

Table 2 Frequency and range of evidence collection.

コピーが必要で携帯端末に与える負荷が大きいため収集頻
度は「中」とする．不揮発性データについては，優先順位
が 1〜6 のものは論理コピーが可能であり，優先順位が 7〜

8 のものは物理コピーが必要なため，それぞれ「中」，
「低」
とする．
情報の優先順位により収集頻度と収集範囲を変更するこ
とで，端末へ与える負荷をおさえてシステムの性能低下や
システム停止を防ぐことが可能となる．また，収集頻度に
この優先順位に決定した理由として，携帯端末に与える
負荷があげられる．揮発性データの中で「メモリの内容」

差はあるがすべての情報を収集するため，証拠のとりこぼ
しを防ぐことができる．

が最も優先順位が低い理由は，メモリの物理コピーを取得
する必要があるためである．物理コピーを取得する作業は，

3.4 証拠保全手法

元の媒体の空き領域などを含むコピーを生成できるが，論

3.4.1 全体の流れ

理ボリュームのディレクトリやファイルをコピーする論理

提案する証拠保全手法の全体の流れを図 3 に示す．図 3

コピーよりも多くの実行時間，端末への負荷を必要とする．

の左側は携帯端末での処理，右側はサーバ側での処理を示

また不揮発性データのうち，通話履歴，SMS/MMS 履

す．3.4.2 項で，携帯端末の動作，3.4.3 項でサーバ側の動

歴，電話帳，カレンダ情報は携帯端末独自のものであるた

作について説明する．

め，携帯端末を利用した際の人的要因のインシデントを証

3.4.2 携帯端末側の動作

明する場合に重要であると考え，優先順位を高く設定する．

携帯端末側では，(1) 証拠の定期的な取得，(2) ヒステリ

その中でも，内部から外部への情報漏洩の際には外部の人

シス署名の生成，証拠とヒステリシス署名の送信，を行う．

間との通信が発生する可能性が高いため，その通信の証拠

(1) 証拠の定期的な取得では，3.3.2 項で示した証拠の収

となりうる通話履歴，SMS/MMS 履歴の優先順位を高く

集頻度と収集範囲を利用してそれぞれの証拠を定期的に

設定している．また，データファイル，アプリケーション

取得する．証拠を収集するプログラムは，システムへの影

ファイルの保全には物理コピーの取得を必要とするため，

響を最小限にとどめるため，耐タンパ性を持つ SD メモリ

優先順位を低く設定する．

カードなどのシステムとは別の保存領域から実行する．ま

3.3.2 優先順位および端末負荷に基づく収集頻度の決定

た，収集した証拠の完全性を証明するため，元のデータ

本論文では，証拠の優先順位およびコピー時に端末に与
える負荷を考慮して，証拠の収集頻度を 3 段階に分け，証
拠の収集・保全を行う．表 2 に収集頻度と収集する証拠の
範囲を示す．

とのハッシュ値の比較を行う．収集した証拠は SD メモリ
カード内に保存する．

(2) 次に，取得した証拠と署名履歴を利用して，ヒステリ
シス署名の生成を行う．その後，サーバに対して証拠とヒ

まず，3.3.1 項で述べたように揮発性データは稼働中の

ステリシス署名を送信する．サーバに証拠とヒステリシス

システム上のみに存在し，不揮発性データより優先順位が

署名を送信した後，証拠の削除を行い，ヒステリシス署名

高いため，頻繁に証拠を収集する必要がある．揮発性デー

を署名履歴として保存する．証拠を削除することにより，

タのうち，優先順位が 1〜6 のものは論理コピーが可能な

SD メモリカードの保存領域を確保し，情報漏洩を防止す

ため収集頻度を「高」として，優先順位が 7 のものは物理

る．署名履歴は SD メモリカード内に保存する．サーバか
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らヒステリシス署名を受信した場合，同様に署名履歴とし
て保存する．ヒステリシス署名の生成，および署名履歴の
保存は，収集頻度によって変化する収集範囲ごとに別々の

の保全データを保持する．

4. 実験と評価
提案手法の有用性を確認するため，関連研究との定性的

処理として行う．
証拠とヒステリシス署名の送信について，携帯端末で証

な比較を行い評価した．具体的な比較を行うために，携

拠と署名の暗号化を行った後，奇数回は証拠とヒステリシ

帯端末を対象としたフォレンジックツールとして Device

ス署名を送信する．偶数回では証拠のみを送信する．ヒス

Seizure，SIM カードを対象としたフォレンジックツールと

テリシス署名の生成，および署名履歴の保存は，収集頻度

して SIMIS を取り上げる．また実際に提案手法が携帯端

によって変化する収集範囲ごとに別々の処理として行う．

末に与える負荷を調査するため，携帯端末に提案手法をア

この動作により，携帯端末のみで証拠を収集し，信頼で

プリケーションとして実装し，定量的な評価を行った．

きるサーバとの署名履歴交差を行う．本来署名履歴交差は
二者がそれぞれの持っているデータに対して署名を交差さ
せる．しかし本提案手法では携帯端末のみがデータを収集

4.1 定性評価
定性評価の指標は以下の 4 点である．

するため，証拠と署名履歴の両方を送る場合と証拠のみを

( 1 ) 人的要因

送る場合を交互に繰り返すことで署名履歴交差を実現する

( 2 ) システムの性能低下

（図 4）．

( 3 ) 証拠の信頼性

3.4.3 サーバ側の動作
サーバ側では，(1) 携帯端末から送られてくる証拠と署名

( 4 ) 利便性
( 1 ) から ( 3 ) までは 3.1 節であげた要求条件を満たして

履歴の受信，(2) ヒステリシス署名の生成と送信，を行う．

いるかどうか，( 4 ) は提案手法を利用するうえでの利便性

サーバ側では，携帯端末から送られてくる証拠と署名履

を確保できるかを指標とした．定性評価の結果を表 3 に

歴をすべて保存する．携帯端末側と同様に，ヒステリシス

示す．

署名の生成，および証拠と署名履歴の保存は，収集頻度に

(1) 人的要因の情報セキュリティインシデントの証明

よって変化する収集範囲ごとに別々の処理として行う．

Device Seizure や SIMIS では，ROM と RAM のデータ

(2) ヒステリシス署名の生成と送信について，奇数回は処

を物理コピーとして収集・保全する．そのため収集・保全

理を行わない．偶数回では署名の生成と送信を行う．サー

を定期的に行うことが可能であれば情報のとりこぼしは限

バ側でのみ証拠の保存を行うことにより，携帯端末の証拠

りなく少なくすることが可能である．しかし，定期的に専

の第三者による改ざんを防ぐことができる．また携帯端末

用機器を携帯端末に接続するのは現実的ではなく，また，

のデータ保存領域はサーバ側と比べて非常に小さいため，

携帯端末の操作中に，表 1 に示すような揮発性データを取

多くの証拠を保存することができないという問題を解決す

得することはできない．提案手法では，揮発性データのう

ることができる．

ち論理コピーを必要とするものは収集頻度が高いためとり

携帯端末とサーバで通信を行った結果，携帯端末は署名

こぼしは起きないと考えられるが，不揮発性データのうち

履歴交差実現のための最新の署名だけを保持し，保全デー

物理コピーを必要とするものは収集頻度が低いため，とり

タ自体は保持しない．サーバ側ではすべての署名とすべて

こぼす可能性がある．

(2) システムの性能低下
Device Seizure や SIMIS では携帯端末のシステムを停止
する必要があり，専用の機器も必要とするため携帯端末に
緊急時の連絡などがあった場合に対処できない．提案手法
では情報の優先順位を利用して収集頻度と収集範囲を変更
する．そのためシステムへの負担が少なく，またシステム
表 3 定性評価の結果（：good, ：poor, ×：no good）

Table 3 The results of qualitative evaluation.

図 4 携帯端末の動作

Fig. 4 Behaviors on a portable terminal.
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表 4 実験環境

表 5 高頻度取得データに対する実験結果

Table 4 Experimental environment.

Table 5 Experimental results (data acquired with high
frequency).

[a] 実際には，メモリ消費量は 0 ではないと考えられるが，コマンド
の測定精度に限界があり，測定値は 0 となった．
表 6 低頻度取得データに対する実験結果

を停止することがない．

(3) 証拠の信頼性

Table 6 Experimental results (data acquired with low
frequency).

Device Seizure や SIMIS では信頼できる PC と接続して
証拠の収集・保全を行った場合，その証拠の信頼性は十分
に確保されている．提案手法では収集・保全した証拠は 1
度携帯端末に保存するが，信頼できるサーバとの間で署名
履歴交差を行い，証拠の長期保存はサーバが行うため，証
拠の信頼性は十分に確保されている．

(4) 利便性
Device Seizure は様々な種類の証拠収集方法，解析方法

実験では提案方式のアプリケーション以外を終了し，シ

などが用意されており利便性が高い．SIMIS は SIM カー

ステムの CPU 負荷が 0〜3%程度の定常状態で実験を行う

ドの情報のみを取得可能であり，専用の機器との接続方法

ことを前提条件とする．

の面からも Device Seizure と比較して利便性が低い．提案

表 5 に高頻度取得データを対象とした実験結果を示す．

手法では設定によって様々な証拠の種類を収集し，専用の

高頻度取得データについては，優先度 1〜6 までのデー

機器は不必要なため利便性は高い．
以上の定性評価の結果，提案手法は「証拠のとりこぼし」

タを取得するために携帯端末上でコマンド（たとえば，OS
時間の場合は date コマンド）を実行し，実行結果をリダイ

では関連研究に劣るものの，携帯端末では最も重要である

レクトしたものを tar コマンドで 1 つのファイルにまとめ

「システムの性能低下」を減少させ，
「証拠の信頼性」や「利

た．この際，通常の Android 端末は Linux に比べて利用で

便性」が高いことが分かった．

きるコマンドが少ないため，BusyBox と呼ばれるユーティ
リティアプリケーションをインストールした．

4.2 定量評価
定量評価の指標は以下の 3 点である．

提案手法を利用した場合，証拠の収集部分の CPU 負荷
は低く処理時間も短い．署名部分の CPU 負荷が最も高く，

( 1 ) CPU 使用率

処理時間が最も短い．証拠の暗号化と送信部分は CPU 負

( 2 ) メモリ消費量

荷が高く処理時間が最も長いため，継続的に端末に対して

( 3 ) 実行時間

負荷がかかる．署名と暗号化の処理時間の違いについて，

CPU 使用率とメモリ消費量は提案手法を利用する際の

これは処理対象のデータ量の違いが原因だと考えられる．

携帯端末に与える負荷である．実行時間は提案手法により

署名では元のデータのハッシュ値に対して処理をする．暗

証拠を収集し署名を施して保全が終わるまでの時間であ

号化では元のデータ自体に処理をするため処理時間が長く

る．定量評価の実験環境を表 4 に示す．

なった．また収集，署名，送信のどの処理でもメモリ負荷

定量評価の測定方法は以下のとおりである．

( 1 ) 端末から証拠の収集・署名・送信いずれか 1 つのプロ
セスを動作．

( 2 ) vmstat（端末情報を表示するコマンド）を用いて，動
作中の負荷を測定．

( 3 ) 測定を 5 回行い，平均値を算出．
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は低いことが確認できた．
表 6 に低頻度取得データを対象とした実験結果を示す．
低頻度取得データについては，dd コマンドを利用して ROM
全体の物理コピーを取得した．
提案手法を利用した場合，高頻度取得データの実験結果
とほぼ同じ傾向が見られた．しかし低頻度取得データの送
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信プロセス時の実行時間が高頻度取得データと比較して非

のようにしてどんなデータが廃棄されてしまったのかを証

常に長いことが分かった．これはデータ量が非常に多く，

明することができる．

暗号化やデータ送信に時間がかかるためである．メモリ消

アプリケーションの設定ミスなどにより情報漏洩が発生

費量には両方の場合で大差がなかった．また CPU 使用率

した場合，設定ファイルやアプリケーションファイルによ

に関して，低頻度取得データの結果が 5%ほど高いことが

り，何をどのように設定したことが原因なのかを証明する

分かった．これは提案手法の収集・署名・送信の 3 つのプ

ことができる．

ロセスの中で最も CPU 負荷が高い送信プロセスの実行時

(2) 過失

間が長いため，結果としてその平均 CPU 使用率が上がっ

過失には「誤操作」
「紛失・置き忘れ」
「盗難」が含まれる．

たと考えられる．

携帯端末の誤操作により誤って電子メールを送信してし
まった場合，ネットワーク構成やネットワーク接続，また

4.3 実験と評価のまとめ

ログファイルなどからどのネットワークでいつ誰に対して

定性評価の結果，提案手法では 3.1 節であげた要求条件

メールが送信されてしまったのかを証明することができる．

をすべて満たしていることが分かった．定量評価の結果，

携帯端末を紛失・置き忘れしてしまった場合や盗難され

高頻度で取得するデータが与える負荷は低く，低頻度で取

てしまった場合，他者に不正利用される可能性がある．こ

得するデータが与える負荷は高かった．定量評価の結果か

の間，ログインセッションや実行中のプロセス，開かれて

ら，証拠の収集頻度をユーザの携帯端末使用時間帯や利用

いるファイルなどを利用して，携帯端末が操作されていな

状況によって変動させることで，利便性を下げることなく

かったことを証明できれば，端末が不正利用されていない

証拠を収集できる．

ことを示すことができる．

なお，実験に用いた携帯端末の性能の制約から，多くの

(3) 故意

アプリケーションを稼働した状態で測定を行うことは困難

故意には「不正な情報持ち出し」が含まれる．

であったため，他のアプリケーションを終了した状態で測

重要な個人情報である住所や電話番号などを携帯端末に

定を行った．アプリケーションを稼働させた場合には，高

入力したまま不正に持ち出した場合，データファイルやメ

頻度・低頻度それぞれの場合で CPU 使用率，メモリ消費量

モリの内容などからどのような情報を持ち出したのかを証

の測定値はそれぞれ同程度に上昇すると考えられるため，

明することができる．

提案手法の有用性を判断するうえでは，表 5，表 6 の結果

これらの代表的な情報漏洩のインシデントでは収集頻度

は基礎データとして十分意味があると考える．実用性を判

の高い揮発性データが多く求められる．上記以外のインシ

断するためには，より高性能の携帯端末での現実的な条件

デントが発生した場合でも，提案する証拠保全手法では多

での測定・評価が必要と考えるが，今後の課題とする．ま

くの揮発性データ，不揮発性データを収集しているため対

た，メモリの物理コピーができなかったために，中頻度取

処できると考えられる．インシデントを証明する際，情報

得データの実験を行うことができなかったが，データの取

の定期的な取得と署名履歴交差により時間的順序性を保っ

得頻度は，3.3.2 項に示すように，優先順位および端末負荷

た証明が可能である．

に基づいて決定しているため，表 5，表 6 に示した数値の
中間値になると推察できる．

5. 考察
5.1 対処できる情報セキュリティインシデント

5.2 データ圧縮による処理負荷軽減
提案する証拠保全手法におけるそれぞれのプロセスでは
「送信」に一番時間がかかり，CPU 負荷も高い．そのため，
携帯端末からサーバへデータを送信する際に保全データに

一般的に，情報セキュリティインシデントは，電子メー

データ圧縮を施すことによって「送信」プロセスの負荷を

ルの誤送信などによる誤操作が最も多い．次に多いのは

減少させることができるのではないかと考えた．データ圧

誤って重要な情報を他の情報と一緒に廃棄してしまう管理

縮は次の 2 つに大きく分けることができる [20]．

ミスである．また重要な情報が含まれる媒体の紛失・置き
忘れ，盗難，不正な情報持ち出し，設定ミスなどが原因と
なっている [1]．提案手法によって，携帯端末を利用したこ
れらの人的要因によるインシデントを証明することが可能

• 可逆圧縮：圧縮にともなって情報が欠落しないが圧縮
率は低い．

• 非可逆圧縮：圧縮にともなって情報が欠落するが圧縮
率が高い．

となる．

原稿やプログラムなどの重要なデータは圧縮にともなっ

(1) 無知

て情報が欠落すると問題が発生するため可逆圧縮が利用さ

無知には「管理ミス」
「設定ミス」が含まれる．

れる．本論文では自身の行動を証明するためのデータを圧

重要な情報を誤って廃棄してしまった場合，実行中のプ

縮対象とするため，情報が欠落しない可逆圧縮を考察対象

ロセスや OS 時間，またデータファイルなどからいつ，ど
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99

情報処理学会論文誌

Vol.54 No.1 91–102 (Jan. 2013)

表 7 追加実験の環境

最も低いことになるが，(1) 圧縮時間の数値の差に比べて，

Table 7 The environments of the additional experiment.

圧縮率の数値のばらつきは，はるかに小さいこと，(2) 資源
制約の強い携帯端末での利用を想定した場合，圧縮時間が
短いものの方が有用であること，を考えると，表 8 の中で
は，gzip(fast) が最も適していると判断できる．圧縮率の
高い lzma(default) の圧縮時間は，gzip(fast) よりの 13.81
倍となっており，端末に与える負荷も大きい．
今回の実験では，最も端末負荷が低く圧縮時間の短い方
法は，ファイルサイズを 60%程度に圧縮できており，一般
的に，データ送信時間はデータサイズに比例すると考えら
れるため，
「送信」プロセスにかかる時間も短縮できる．今
回の追加実験環境と実際の携帯端末の性能は大きく異なっ

表 8 追加実験の結果

Table 8 The results of the additional experiment.

ているものの，携帯端末でこれらの圧縮ソフトが利用でき
る場合，圧縮は，
「送信」プロセスの負荷を軽減するうえで
有効であると考えられる．

5.3 適用例
提案手法を適用する例としては，以下のような状況が考
えられる．

(a) 企業での業務を利用する場合
業務として，企業から貸与された携帯端末を持ち歩き，
社外で通信を行ったり，あるいは，携帯端末に重要な情報
を取り込んだりする場合，継続的に，その利用を監視する
ことが必要となるが，継続的な教育や専用機器の導入で解
決しようとすると時間や費用面でのコストが高くなってし
代表的な可逆圧縮法を利用した様々な圧縮ソフトが開発

まう．

されている．その中から指標として代表的な，端末の CPU

このような場合に，提案手法を用いると，業務中の携帯

使用率，圧縮に要する時間，圧縮前のファイルサイズに対

端末の利用状況を継続的に記録できているため不審な行動

する圧縮前のファイルサイズの割合（この値が小さいほど

を発見することが可能となる．従業員の立場からすると，

圧縮率が高い）を計測しデータ圧縮による携帯端末への処

自身の行動や通信の正しさを証明することも容易になる．

理負荷軽減の可能性を追加実験する．表 7 に追加実験の環

また，信頼できるサーバに証拠データが蓄積されているた

境を示す．

め，サーバから情報を得ることで業務中の従業員の行動を

実験をする際には他の負荷がないことを確認し，3 回の
試行の平均を求めた．またそれぞれの圧縮ソフトで標準の

監視することもできる．

(b) 教育機関で利用する場合

状態（default）と高速処理オプション（fast）を利用した

小学校などで児童に一時的に携帯端末を貸し与え，自由

場合の 2 パターンでの実験を行った．表 8 に追加実験結

に何か調べものをさせる場合，また互いに通信を行って意

果を示す．

見交換を行う場合には，それらが適切な内容なのか監視す

端末に与える負荷（CPU 使用率）は lzma が最も高く，

gzip が最も低かった．処理時間は gzip の fast オプションを

る必要がある．しかし，すべての通信を，その場で監視す
ることは難しく，後に問題が起きた場合の対処が難しい．

利用した場合が最も短く，lzma の標準状態が最も長く，そ

このような場合に，提案手法を用いると，定期的に児童

の差は 6.66 秒〜92 秒と非常に大きかった．圧縮後のファ

に貸与した携帯端末を調査することで不正な通信や動作を

イルサイズは，lzma の標準状態が最も小さく，gzip の fast

行っていなかったかどうか確認することが可能となる．

オプションを利用した場合が最も大きかったが，その差は

49.01%〜60.02%と小さかった．

今後の課題としては，このような状況において，具体的
に，携帯端末上でどのようなアプリケーションが利用され

追加実験の結果では，端末負荷および圧縮時間という観

るか，について検討したい．各アプリケーションの利用頻

点では，gzip(fast) が最適であるため，表 8 には，gzip(fast)

度などの典型的な利用形態を想定することで，より現実的

の場合を 1 とした場合の割合を () 内に示している．圧縮率

な観点で提案手法の定性的および定量的な評価ができると

（圧縮後のファイルサイズ）という観点では，gzip(fast) は

c 2013 Information Processing Society of Japan


考える．

100

情報処理学会論文誌

Vol.54 No.1 91–102 (Jan. 2013)

6. おわりに
本論文では，携帯端末においてデジタルフォレンジック

[10]

を適用させる際，情報の優先順位を利用して収集頻度と収
集範囲を変更する証拠の保全手法を提案した．PC や携帯

[11]

端末のデータで重要とされる揮発性データの頻度を高く収
集することで，携帯端末への負荷を低減させ，多くの情報

[12]

セキュリティインシデントに対応できる．提案手法の評価
として定性評価および定量評価を行った．定性評価では，
関連研究との比較を行い提案手法の有用性を確認できた．
定量評価では提案手法をアプリケーションとして実装し，

[13]

携帯端末に与える負荷を計測した．その結果，適切な収集
間隔やプロセスごとの時間帯変更を取り入れることで携帯

[14]

端末への負荷を低減させることができることが確認できた．
今後の課題として携帯端末への負荷低減があげられる．
本論文ではデータ圧縮により負荷を低減させる手法を考察

[15]

したが，証拠収集や署名，送信にかかるそれ自体の負荷を
より低減させることで提案手法の利便性を向上させること
ができる．またネットワーク非接続時の動作を検討する必

[16]

要がある．携帯端末を利用する際に電波が存在しない状況
で，ネットワークに再接続された場合の処理を検討する必

[17]

要がある．
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