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デジタルフォレンジックという言葉は、21世紀に入ったこ
ろからサイバーセキュリティ分野で使われるようになった。
フォレンジックはもともと、犯罪捜査における分析、鑑識
を意味する言葉だった。それをITに転用したのが、デジ
タルフォレンジックであり、コンピューター上に残された
ファイルやアクセスログから犯罪の証拠を探し出すことを
指すようになった。
もちろん、デジタルフォレンジックという言葉が広まる前
も、コンピューターの普及に伴いサイバー犯罪に対して証
拠を見つけて、容疑者を特定する行為は行われていた。
一般化した名称がなかっただけで、デジタル世界におけ
る犯罪の証拠探し自体はコンピューターやネットワークが
業務で使われるようになったときからあったのだ。

こうした「証拠」の蓄積による事態究明の動きは、コンピ
ューターや情報システム全体に広がり、21世紀に入る直
前の1990年代後半からデジタルフォレンジックという言
葉が広まっていった。インシデントが起きたときに、機器
のログやコンピューターの記録から、法的措置を視野に
入れた事後対応に向けて事態を究明するための情報を保
全し分析するデジタルフォレンジックの考え方が、言葉の
定着とともに広がっていたとも言える。

デジタルフォレンジックの普及・促進を図る特定非営利活
動法人のデジタル・フォレンジック研究会は、「証拠保全
ガイドライン」を発行（最新版は第8版）しており、その
中で「デジタル機器に残されたデータの中から、サイバー
脅威による攻撃や内部の不正、犯罪といったインシデント
にかかわる電磁的証拠になり得る情報を、確実に、その
まま（As-is）で、収集（Collection）・取得（Acquisition）

サイバー犯罪グループに攻撃された、不正行為で情報が
流出した－－。どんなに多重に守りを固めていても、サイ
バーセキュリティのインシデントを100％防ぐことは難し
い。何かが起きてしまったときには、いち早く正確な事
態を把握して、的確に対処することが求められる。実世
界でトラブルが起きたときと同様に、サイバーの世界で
も何が起こっているかを正確に把握するには、「証拠 」が
必要だ。サイバーの世界で証拠になる情報を収集するこ
とを、「デジタルフォレンジック」と呼び、その必要性は
確実に高まっている。

東陽テクニカ セキュリティ＆ラボカンパニーでデジタルフ
ォレンジック分野の製品開発を手掛ける鍾 鋭（しょう・
えい）は、企業や組織には、「いつ、なにを、誰が行い、
どのような問題が発生したのか」について必要な情報を
保全しておくことが求められていると説明する。サイバ
ー脅威によるインシデントが発生してしまったときに、
的確な対応をして企業価値を守るために必要なデジタル
フォレンジックの基礎を鍾が解説する。

いざというときの証拠保全がサイバーの世界でも重要に

発祥はコンピューターの情報を「保全」するテクニック

デジタルフォレンジックプロセス
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● 暗号化データの復号化
● 圧縮データの展開
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● データの特定
● データの取得
● データの保全
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当初は「コンピューターの中の情報を保全して証拠として
残す」ことが中心だったデジタルフォレンジックだが、情
報システムの多様化に伴いパソコンなどのハードウエア
単体だけでは証拠保全の範囲が不足するようになってき
た。現在では、デジタルフォレンジックという大枠の中に、
複数のフォレンジックの技術が含まれると考えることが
一般的だ。

現代のデジタルフォレンジックを考えるとき、デジタルフォ
レンジックには4つの要素があるとする見方が一般的で
ある。それが（1）コンピューターフォレンジック、（2）メ
モリーフォレンジック、（3）モバイルフォレンジック、（4）　
ネットワークフォレンジックである。

（1）のコンピューターフォレンジックは、デジタルフォレ
ンジックの大きな流れの中心にあるもので、コンピュー
ターのハードディスクなどのストレージに記録された情報

を保全し、証拠として分析するものである。（2）のメモリー
フォレンジックは、コンピューターのメモリー上の情報を
証拠として取り扱う手法である。メモリー上に展開され
た悪意あるソフトウエアなどが外部に情報を流出させて
いるような場合、ハードディスクには記録が残らないこと
がある。メモリー上の情報を証拠保全し、状況を分析す
る必要があるのだ。

次いで（3）のモバイルフォレンジックは、ノートパソコン
やスマートフォン、タブレットなど、場所を問わずに利用
できるデバイスが増えてきたことで登場した分野である。
特にスマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイス
は、パソコンやコンピューターとはOSの構造も異なり、
証拠保全のための方法が異なるので、1つの新要素とし
て取り上げられるようになっている。

これらの（1）から（3）のフォレンジックは、いずれもハー
ドウエア上の証拠保全の手法である。一方（4）のネット
ワークフォレンジックは、コンピューターやモバイルデバ
イスなどハードウエアを結ぶネットワークのレイヤーで証
拠を保全し、見つけることを目的とする。業務システムや
アプリケーションのクラウド化が進み、単体のパソコン
などのデバイスだけでなく、ネットワークを介したシステ
ムとして業務が進むようになると、証拠保全の範囲もネッ
トワークまで広がる。ネットワークに流れるパケットを
キャプチャし保存することで、他のフォレンジックの対象
となるデバイスやハードウエアを結ぶ部分の分析ができ
るようになる。「いつ／どの端末が／どのようなルートで／
どこに／何を送信したのか」といった全体像を把握する
ために重要な技術となっている。

サイバー脅威のインシデントは、要因が外部であることも
あれば、内部に起因することもある。その証拠は、コン
ピューター、メモリー、モバイル、そしてネットワークの
どこか単体に残されていることもあるし、複数にまたがっ
て残っていることもある。4つのフォレンジック技術は補

完し合うものであり、それぞれをかけ合わせることでよう
やく全体像が見えてくることも多い。

これらのデジタルフォレンジック技術を採用し、コンピュ
ーターなどのデバイス上の情報やネットワークを流れる情

犯人探しのためではなく従業員を守るための方策

デジタルフォレンジックの4大要素

し、保全（Preservation）しておくことは、デジタルフォ
レンジックの運用者にとって最も重要なことである」と指
摘している。その上で、デジタルフォレンジックの全体像
として、「収集」「検査」「分析」「報告」の4項目からなる

デジタルフォレンジックプロセスを掲げる。このプロセス
の中で最も基本となるのが、電磁的証拠、すなわちデジ
タル 情 報 に よる 証 拠 を 保 全 するプ ロセ ス（Digital 
Evidence Preservation）である。

4つの
フォレンジック
技術を
状況に応じて選択し、
行動を起こす。

コンピューター
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モバイル
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報を記録しておくことで、インシデントが起きたときに情
報を分析して「何が起こっているのか」「誰が原因か」「被
害範囲はどのぐらいか」といったことを把握できるように
なる。インシデントが起きていないと考えられる場合で
も、半年間など一定期間記録した情報を分析することで、
気づいていないインシデントが起きていないかを検証する
こともできる。

一方で、パソコンやモバイルデバイス、ネットワークでや
り取りする情報をすべて記録する手法では、従業員に「監
視されている」という不安を抱かせる懸念もある。しかし、
デジタルフォレンジックは犯人を探すことを目的とした技
術だけではなく、従業員が犯罪者にならないように守る
手段であると理解することが望ましい。例えばサイバー脅

威では、攻撃を受けたパソコンが踏み台になって被害者
が加害者になることもある。こうした状況が起きたとして
もデジタルフォレンジックによる証拠保全で明確にできて
いれば、被害者である従業員を犯罪者にしない仕組みを
提供できるのである。

さらに従業員を守るための施策として、不正のトライアン
グルを理解しておくべきであろう。不正を犯したいと考え
る従業員はほとんどいない。それでも起こってしまうのは
企業がその環境を与えてしまっていることが理由の場合
が多い。企業は不正を犯す動機を起こさせない、機会を
与えない、不正を正当化させないような取り組みも必要
なのである。

デジタルフォレンジックの2020年のトレンドとして、「フ
ァストフォレンジック」がキーワードに上がってきている。
サイバー脅威によるインシデントが発生したとき、対応す
る企業側には素早く正確な説明をすることがなおいっそ
う求められている。外部からのサイバー脅威の攻撃で情
報流出があったとき、内部やサプライチェーンから情報
が漏れたとき、記者会見などでは、「何が起こったのか」「被
害者はどのぐらいなのか」「原因は何か」といった説明が
不可欠だ。状況がわからないまま、ただ頭を下げて詫び
れば済むという時代は過ぎ去った。インシデントに対す
る適切な初動対応が必要になってきている。

デジタルフォレンジックの中でも、特に初動対応を迅速
に行えるようにする技術がファストフォレンジックである。
対象機器が多岐にわたり、メモリーなど揮発性データが
多く、迅速な実態解明や原因究明が求められる場合に適
用される。前述したデジタル・フォレンジック研究会の「証
拠保全ガイドライン」では、ファストフォレンジックを「早

急な原因究明、侵入経路や不正な挙動を把握するため、
必要最低限のデータを抽出及びコピーし、解析すること
である」と定義する。インシデント発生の現場の初動対
応としては、ひとつひとつのデバイスを深く調査するだけ
の猶予が得られなくなってきており、迅速な原因究明や
侵入経路の侵入・特定をするために最低限のデータ抽出・
解析が求められていると説明する。

丁寧な分析による正確な調査はもちろん不可欠だが、イ
ンシデントの発生から半年、1年と経ってからインシデン
トの発生について発表・謝罪したのでは、企業や団体の
危機管理への対応に疑念を持たれる可能性がある。起こ
ったことを迅速に公表することは危機管理の常道であり、
そのためにはできる限り速く状況を把握する必要がある。
ファストフォレンジックでは、ある程度の正確性を犠牲に
しながら、起こっていることの概要を迅速に把握できる
ようにする。デジタルフォレンジックの1つのトレンドとし
て認識しておきたい。

求められるファストフォレンジック

不正のトライアングル
従業員の不正は「動機」「機会」「正当化」の
3要素が揃った時に発生しやすい

3つのうち1つでも揃わなければ不正というものは生じにくい。
従業員を守るために企業は機会の排除、動機の排除に取り組
むべきなのだ。

いつでも不正できるような職場環境

不正を思いとどまらせる倫理観
コンプライアンスの意識の欠如

1
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機会

正当化

動機 不正

不正を実際に行う際の
心理的なきっかけ
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ファストフォレンジックを含むデジタルフォレンジック
は、どのような企業、団体により強く求められるのだろ
うか。その1つの答えは、重要インフラの運用管理や、
市民・社員の生命、財産に関わっている組織や事業体
ということだろう。官公庁、電力、ガス、交通機関、銀
行や証券会社などの金融機関、医療機関、製薬会社な
ど、幅広い企業・団体が対象になる。内閣サイバーセキュ
リティセンター（NISC）が掲げる重要インフラ14分野
に該当する企業や団体では、デジタルフォレンジックは
必須のソリューションと言える。

重要インフラにかかわる企業・組織だけでなく、一般の
企業や組織でもデジタルフォレンジックの重要性は高
まっている。IPA（情報処理推進機構）が公表した「情報
セキュリティ10大脅威 2020」の組織部門では、1位は
前年に引き続き「標的型攻撃による機密情報の窃取 」だ
が、2位は「内部不正による情報漏洩」で前年の5位から
大きくランクアップした。外部から狙われるだけでなく、
内部不正による情報漏洩を未然に防ぐための仕組みが
求められるようになっている。セキュリティインシデント
は、どんなに防御をしても起こってしまう。

そうしたインシデントを起こさないためのサイバーセキュ
リティ対策は当然のこと、万が一インシデントが起きて
しまったときに、状況を的確に把握し、間違いのない初
動対応から根本的に対策を施せるデジタルフォレンジッ
クへの認識を高めるべきであろう。さらには、インシデ
ント発生時に原因をいち早く突き止め、迅速に状況を把
握して必要があれば公表できるようにするファストフォレ
ンジックの重要性への意識も高めてもらいたい。今号の
総論を受けて、次号のChapter＃04からはデジタルフォ
レンジックのさらなる実像に迫っていく。
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デジタルフォレンジックが必要な企業とは

日本政府が指定している14のインフラ重要分野
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