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資格情報の盗難に改めて着目する 

セキュリティ侵害を想定する。これはマイクロソフトが公開したホワイトペーパー "Mitigating Pass-the-Hash and 

Other Credential Theft"1 (Pass-the-Hash およびその他の資格情報の盗難攻撃を緩和する方法) の発端となった文

言です。このホワイトペーパーは、悪意のあるサイバー アクターが使う資格情報の盗難の手法を解説することに終

始するものでした。これらの手法は敵が被害者の環境に足がかりを作った後に使用されるものです。 

攻撃者はすでに内部にいて、境界領域はすでに侵害されているのです。しかしながら、すでに防御機構を回避した後

の敵を検出する能力はいまだ限定的です。サイバー侵入された場合にかかる平均的なコストは、企業において 1 回

につき 380 万ドル2と推定されています。なぜこんなに高額なのでしょうか? 多くの IT 組織には潜入後に検出する

能力はなく、遅くて不正確なレスポンスしかできません。 

この問題を解決するために、多要素認証やスマートカード、特権ユーザー管理ツールが販売されています3。これら

のツールは確かに環境の運用の手助けをしますが、これらソリューションが資格情報の盗難そのものを緩和したり可

視化したりすることはありません4。それどころか、これらのソリューションの導入により資格情報の盗難問題をさ

らに悪化させると同時に、保護されているという錯覚を起こす可能性があります。 

さらに悪いことに、"pass-the-hash" および "資格情報の盗難" などの用語は流行りの用語へと姿を変えました。多

くの人が耳にし、その概念を理解していますが、言葉がいまだ持つあいまいさが、私たちの緊急性や即時性のある対

応を妨げています。 

この記事では、インターネット上で既に利用可能なリサーチ ツールを使って資格情報の盗難攻撃の手法を確認しな

がら、流行りの用語を現実的で具体的なものに変えていきます。各攻撃の時点で、IT 組織が管理する各環境で実際

に起きている潜入後の活動の可視化に、マイクロソフトの Advanced Threat Analytics (ATA)5 がどのように役

立つのかを説明します。 

いつまでも「知らぬが仏」でいることはできません。 

 

                                                 

1 http://aka.ms/pthv2 

2 Ponemon Institute Releases 2014 Cost of Data Breach: http://www.ponemon.org/blog/ponemon-

institutereleases-2014-cost-of-data-breach-global-analysis 

3  http://aka.ms/smartcardpth 

4 http://aka.ms/cyberpaw 

5 http://aka.ms/ata 

http://aka.ms/pthv2
http://www.ponemon.org/blog/ponemon-institute-releases-2014-cost-of-data-breach-global-analysis
http://www.ponemon.org/blog/ponemon-institute-releases-2014-cost-of-data-breach-global-analysis
http://www.ponemon.org/blog/ponemon-institute-releases-2014-cost-of-data-breach-global-analysis
http://www.ponemon.org/blog/ponemon-institute-releases-2014-cost-of-data-breach-global-analysis
http://www.ponemon.org/blog/ponemon-institute-releases-2014-cost-of-data-breach-global-analysis
http://www.ponemon.org/blog/ponemon-institute-releases-2014-cost-of-data-breach-global-analysis
http://www.ponemon.org/blog/ponemon-institute-releases-2014-cost-of-data-breach-global-analysis
http://www.ponemon.org/blog/ponemon-institute-releases-2014-cost-of-data-breach-global-analysis
http://www.ponemon.org/blog/ponemon-institute-releases-2014-cost-of-data-breach-global-analysis
http://www.ponemon.org/blog/ponemon-institute-releases-2014-cost-of-data-breach-global-analysis
http://www.ponemon.org/blog/ponemon-institute-releases-2014-cost-of-data-breach-global-analysis
http://www.ponemon.org/blog/ponemon-institute-releases-2014-cost-of-data-breach-global-analysis
http://www.ponemon.org/blog/ponemon-institute-releases-2014-cost-of-data-breach-global-analysis
http://www.ponemon.org/blog/ponemon-institute-releases-2014-cost-of-data-breach-global-analysis
http://www.ponemon.org/blog/ponemon-institute-releases-2014-cost-of-data-breach-global-analysis
http://www.ponemon.org/blog/ponemon-institute-releases-2014-cost-of-data-breach-global-analysis
http://www.ponemon.org/blog/ponemon-institute-releases-2014-cost-of-data-breach-global-analysis
http://www.ponemon.org/blog/ponemon-institute-releases-2014-cost-of-data-breach-global-analysis
http://www.ponemon.org/blog/ponemon-institute-releases-2014-cost-of-data-breach-global-analysis
http://aka.ms/smartcardpth
http://aka.ms/cyberpaw
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Advanced Threat Analytics とは? 

問題を可視化するためには、サイバーセキュリティ目的では一般的には使われていないレイヤーに着目する必要があ

ります。それが、アイデンティティ レイヤーです。マイクロソフトの Advanced Threat Analytics (ATA) は、

シグネチャおよびユーザーとエンティティの行動分析 (UEBA) の両方の手法を活用して、Active Directory を強力

な潜入後の検出ツールに変換します。 

  

ATA は、侵害の拡大、特権の昇格およびドメイン支配などを含む、内部偵察から資格情報の侵害までの潜入後の活

動を検出して IT 組織へ通知します。 

この記事では、これらの手法やこれら攻撃を実行するための各リサーチ ツールについて解説し、ATA をインストー

ルし構成することの重要性について説明します。防御者は、攻撃者とそのツールを完全に理解する必要があります。 

  

この記事では ATA のシグネチャ ベースの機能に注目しており、高度な機械学習によるユーザーとエンティ

ティの行動検出に関する説明は含まれません。 
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ラボのセットアップ  

最後の検証も含め、以下の指示に忠実に従うことをお勧めします。ここでは、コンピューターを 4 台、ユーザーを 3 

つセットアップし、インターネットからいくつかソフトウェアをダウンロードします。 

ATA のインストールおよび  90 日間有効な評価版を入手するには、次のリンク先を参照してください : 

http://aka.ms/ataeval。 このガイドは ATA バージョン 1.7 用に作成されたものです。 

 

サーバーおよびコンピューター 

以下に、本エクササイズで必要なコンピューターとその構成の一覧を示します。これらはすべて  Windows 10 

Hyper-V 上のゲスト仮想マシン (VM) として構築されています。同じ方法を取る場合 (それをお勧めしますが)、

VM は同じ仮想スイッチ上に構成してください。 

  

FQDN  OS  IP アドレス  役割  

DC1.contoso.local  Windows Server 2012  

R2  

192.168.10.10  ATA Lightweight Gateway 

(LWGW) がインストールされたド

メイン コントローラー  

ATACenter.contoso.local  Windows Server 2012  

R2  

192.168.10.20  ATA センター  

Admin-PC.contoso.local  Windows 7 Enterprise  192.168.10.30  管理者の PC  

Victim-PC.contoso.local  Windows 7 Enterprise  192.168.10.31  被害者の PC  

 

ここでは "CONTOSO.LOCAL" というドメイン名を使用するので、まずドメインを作成し、コンピューターをドメイ

ンに参加させてから始めましょう。 

4 台すべてのマシンのセットアップが終わりドメインに参加したら、次は架空のユーザーを環境に追加します。 

http://aka.ms/ataeval
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ユーザーのセットアップ  

この手順では、Helpdesk とドメイン管理者の役割の分離を設定します。後ほど明らかになりますが、残念ながらこ

れだけでは資格情報の盗難や侵害の拡大、ドメイン昇格を防ぐことはできません。なぜなら、環境全体でこれら 2 

つのグループを超えたセキュリティ上の依存関係を理解するのは難しいからです。 

役割の分離を設定するために、セキュリティ グループを作成します。 

グループ名  メンバー  役割  

Helpdesk  RonHD  contoso.local のクライアントを管理する。 

次にドメインに 3 人のユーザーを作成します。 

ユーザー名 (氏名)  SAM アカウント  役割  

Jeff Victim  JeffV  この手順とは別の、非常に高度なスピア フィッシング攻撃

の被害者。 

Ron HD  RonHD  Ron は Contoso の IT ショップの "頼れるやつ" で 

"Helpdesk" セキュリティ グループのメンバーの 1 人。 

Nuck Chorris  NuckC  今までは、存在していないと思われていたメンバー。偶然に

も Contoso のドメイン管理者である。 

 

先に進む前に、RonHD が Helpdesk セキュリティ グループのメンバーに追加されていることを確認してください。 
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ドメイン管理者の Nuck Chorris は Admin-PC を使用します。

(RonHD がメンバーとして参加している) Helpdesk グループも 

NuckC というコンピューターを管理します。これは制限されたグル

ープですぐに設定することができます6。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、多くの IT 環境がそうであるのと同様に、JeffV は自分

のデバイス (Victim-PC) 上に管理者として追加されました。これ

は意図的に行われたことであり、この記事の「ヘルプデスク シ

ミュレーションの前提」で詳細に説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

6  https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/279301 
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セキュリティ リサーチ ツール  

1. ラボをセットアップするために、以下のリサーチ ツールを Victim-PC の C:\tools にインスト

ールします。 

o Mimikatz: https://github.com/gentilkiwi/mimikatz  

o PowerSploit: https://github.com/PowerShellMafia/PowerSploit 

o PsExec: https://technet.microsoft.com/en-us/pxexec 

o NetSess.exe: www.joeware.net/freetools から利用可能  

 

  

図 1: Victim-PC 上にインストールされたリサーチ ツール  

  

2. この概念実証では、すべてのウイルス対策ソフトウェアを無効にしてください。 

これらのツールはリサーチ目的のみで使用されます。マイクロソフトはこれらのツールを所有せず、またその動作を

保証できません。これらのツールはテスト ラボ環境でのみ実行する方がよいでしょう。 

 

ウイルス対策ソフトウェアを無効にすることは結果をゆがめるように思えるかもしれませんが、これらのツールのソ

ース コードは無償で提供されており、攻撃者はシグネチャに基づいた検出を実施するウイルス対策を回避するため

にコードを変更する可能性があります。攻撃者がマシン上のローカル管理者権限を取得すれば、ウイルス対策ソフト

ウェアが回避される可能性はたいへん高くなることにも注意してください。この時点での目標は、残りの組織を保護

することです。1 台のコンピューターの侵害が、ドメイン昇格、ひいてはドメインの侵害を引き起こすものであって

はなりません! 

https://github.com/gentilkiwi/mimikatz
https://github.com/gentilkiwi/mimikatz
https://github.com/PowerShellMafia/PowerSploit
https://technet.microsoft.com/en-us/pxexec
https://technet.microsoft.com/en-us/pxexec
https://technet.microsoft.com/en-us/pxexec
http://www.joeware.net/freetools
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前提 

この例で、JeffV は自分のワークステーションの管理者です。多くの IT 環境では、いまだにユーザーに管理者権限

でコンピューターを実行させています。これらのシナリオでは、攻撃者はすでに環境において潜入後の操作を行うた

めの管理者アクセス権限を取得しているため、ローカルでの権限昇格攻撃は必要ありません。 

しかしながら、IT 環境が管理者以外のアカウントを使用するようユーザーの権限を低くしても、ローカルで特権を

昇格するために他の形式の攻撃 (アプリケーションの既知の脆弱性やゼロ デイなど) が実行されます。この例では、

前提はシンプルなものです。攻撃者は Victim-PC のローカルで特権の昇格に成功しました。以下に説明しますが、

この架空のラボでは JeffV へのスピアフィッシング メールを介して特権が昇格されました。 

環境のトポロジ  

  

皆さんのラボは現在、上の図のようになっています。Domain Admins と Helpdesk では役割の分離が設定されてい

ますが、セキュリティ上の依存関係が 1 つでもあれば (RonHD には申し訳ありませんが) 攻撃者は利用可能なリサ

ーチ ツールを使って環境全体を乗っ取ることができます。 
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ヘルプデスクのシミュレーション  

ベルプデスクの要員が異なるコンピューターにログインしている一般的なヘルプデスク シナ

リオのシミュレーションを行うために、RonHD として Victim-PC にログインし、その後、

JeffV として再度ログインします。"switch user" のしくみを使って、このワークステーションで特権資格情報の

管理のシミュレーションを行います。 

  

この管理ワークフローをラボでシミュレートするために、バッチ スクリプトのサービス アカウント、スケ

ジュールされたタスク、RDP セッションまたはコマンド ラインの 'runas'などの他の方法を選ぶことも可

能でした。結局のところ、何か (必ずしも 誰か ではない) がそれらのリソースを管理する必要があり、管

理にはローカルの管理者特権が必要です。このワークフローのシミュレーションを実施するために、一番

早い方法を選びました。 

  

Victim-PC からログ アウトしたり再起動したりしないようにしてください。RonHD の資格情報がメモリから消えて

しまうため、ヘルプデスク シナリオを最初から再び実施しなければなりません。 

コンピューター  コンピューターに保存された資格情報  

Admin-PC  • NuckC  

Victim-PC  

 

• JeffV  

• RonHD (ヘルプデスク シナリオを実施するこ

とで保存される) 

  

これでラボの準備は完了しました。難しい部分は終わりました。すべては定位置におさまり、ラボはドメイン侵害ま

であと一歩のところ (one-exploit-away、#1ea) まで来ています。まもなく見ていきますが、1 つの侵害は一般的

にその環境で攻撃者からみて最もインターネットの近くに面しているアプリケーション上の一番低い権限を設定され

た資産から始まり、攻撃者は決して攻撃をやめることはありません。つまり、セキュリティ侵害が起こったと仮定す

る必要があるのです。 
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スピア フィッシッングに

よる攻撃の足がかり 

マイクロソフトのセキュリティ インテリ

ジェンス レポート第 21 版 7 では、

PROMETHIUM および NEODYNIUM とい

う 2 つの異なるアクター グループについ

て説明されています。どちらのアクター 

グループも標的の環境への足がかりを得る

ためにスピアフィッシングを行っています。

なぜでしょうか? 

 

疑似攻撃者によるラボの指揮統制 (command-and-control) を確立するシナリオは複数ありますが、まずはスピア

フィッシングから始めます。 

 

ここで疑問が残ります。攻撃者がこの足がかりを得た後、どのように潜入後の活動を可視化することができるでしょ

うか? さらに大きな集団が影響を受ける前に、どのようにしてこれらの活動を可視化できるでしょうか? 

                                                 

7 https://aka.ms/sir-jp   

図 2: マイクロソフトの Threat Intelligence Center が実際に追跡し応答したスピ

ア フィッシング メール  @JohnLaTwC の厚意により提供  

 

https://aka.ms/sir-jp
https://aka.ms/sir-jp
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攻撃を実行する  

ここからおもしろいところです。これから、実世界のツールを使って攻撃者の潜入後の活動をシミュレートします。 

偵察  

いったん人間の攻撃者が環境に入り込むと、偵察が始まります。このフェーズでは、攻撃者は環境の調査に時間をか

けます。たとえば、設定や興味をひくコンピューターを発見したり、関心のあるセキュリティ グループやその他の 

Active Directory オブジェクトを列挙したりして、環境の全体像を自ら描きます。 

DNS の偵察  

攻撃者の多くがまず行うこととして、DNS のすべてのコンテンツを得ることが挙げられます。ATA はこの活動を検

出することができます。 

1. アクション: DNS の偵察  

攻撃者によって侵害された Victim-PC 上で、同様に侵害された JeffV としてログインし、次のコマンドを実行しま

す。 

nslookup 

ls -d contoso.local  

 

幸運なことに、この環境の DNS はドメインに対する 

DNS ダンプをブロックするよう設定されています。

しかし残念なことに、多くの場合、このイベントは

無視されるかネットワークの雑音にまぎれてしまい、

ネットワーク防御者は攻撃者がこの環境に対してあ

るレベルのアクセスを得ており、さらなる標的型攻

撃の開始フェーズにいることを見逃してしまいます。 

アクション 1: DNS の偵察 
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ATA はこれを検出し、可視化するのに役立ちます (これはすべての潜入後の活動に対しても同様です)。ATA は継続

的に DNS トラフィックを解析するため、ダンプ リクエストの成功、不成功にかかわらずそれを見つけることがで

きます。 

疑わしいアクティビティが正当なもので、承認された DNS スキャン デバイスによるものであった場合に備えて、こ

のイベントから学習する能力さえも提供します。 

ATA ダッシュボードを見て、ATA からのメッセージを確認します。 

 
ATA による検出: DNS の偵察 

DNS ダンプという大きな勝利を目前にブロックされた攻撃者は、他の偵察テクニックを試します。 

 

失敗を検出することは、環境に対する攻撃の成功を検出するのと同じくらい洞察に満ちています 

 

疑わしいアクティビティに表示されている青いバブル マークに気が付きましたか? ATA は、収集したデータおよび

アナリストからの情報の両方に基づき、常に学習しています。アナリストからのフィードバックにより、無害な偽陽

性を取り除き、時間の経過とともに雑音を減らすことで、ATA および疑わしいアクティビティの検出動作を環境に

合わせてカスタマイズします。 
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ディレクトリ サービスの列挙 

セキュリティ アカウント マネージャー リモート プロトコル (SAMR) 8 は、ドメイン全体のユーザーおよびグルー

プの管理機能を提供します。ユーザー、グループ、および特権の関係性を把握することは、攻撃者にとっては非常に

重要なことです。認証されたユーザーは誰でもこれらのコマンドを実行することができます9。 

すべてのユーザーおよびグループを列挙する 

ユーザーとグループを列挙することは、攻撃者の役に立つことがあります。ユーザー名やグループ名を知っていると

便利です。攻撃者としてはできる限り情報を集めたいものです。要するにこれは偵察フェーズなのです。 

2. アクション: ユーザーとグループを列挙する 

Victim-PC にログオンしたままの、侵害されている JeffV アカウントで、次のコマンドを実行しすべてのドメイン 

ユーザーとグループを取得してみてください。 

net user /domain 

net group /domain 

簡単過ぎましたね。これは正当な

資格情報により実行された操作で

す! 攻撃者は、この環境に存在す

るすべてのユーザーおよびグルー

プを知ることができました。さら

に悪いことに、ATA がなければ、

このアクションは気づかれないで

しょう。 

 

 

アクション 2: すべてのユーザーとグループの列挙 

                                                 

8 https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc245477.aspx 

9 SAMR の設定およびこのような偵察を Local Administrator グループのメンバーのみに制限する方法の詳細については、

こちらを参照してください。 

https://gallery.technet.microsoft.com/SAMRi10-Hardening-Remote-48d94b5b#content 

  

  

  

  



    Advanced Threat Analytics 攻撃シミュレーション プレイブック 

17  

  

 

ATA が何を検出したか確認してみましょう。ATA ダッシュボードに移動し、見てみます。 

  

ATA による検出: ATA がディレクトリ サービスの列挙を検出 

ATA は攻撃を検出しただけではなく、攻撃者が取得したデータを表示しています。 

高い特権を持つアカウントを列挙する 

攻撃者はユーザー一覧およびグループ一覧の両方を持っています。しかし、どのユーザーがどのグループに属してい

るかを知ることも重要です。特に "Enterprise Admins" や "Domain Admins" など高い特権を持つグループについ

てはそうです。ではそれをやってみましょう。 

 

3. アクション: Domain Admins の列挙  

Victim-PC 上で JeffV として、次のコマンドを実行します。 

net group "domain admins" /domain 

  

  

アクション 3: Domain Admins の列挙 

攻撃者はすべてのユーザーとグループの情報、およびどのユーザーが高い特権を持つ "Domain Admins" に属しているか

を知ることができました。 
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攻撃者はここではやめません。Enterprise Admins と Domain Admins の間にセキュリティ境界がないことを知っ

ているので10、Enterprise Admins の一覧も取得します。 

4. アクション: Enterprise Admins の列挙  

Enterprise Admins グループに属するメンバーを知るためには、Victim-PC 上で次のコマンドを実行します。 

net group "enterprise admins" /domain 

  

アクション 4: Enterprise Admins の列挙 

Enterprise Admins グループには 1 つだけアカウントが含まれています。これは既定のメンバーであるためあまり

面白いものではありませんが、攻撃者は環境のアカウントに関する情報をさらに得て、侵害の対象とするユーザーを

特定しました。 

 

SMB セッションの列挙 

攻撃者は、最も多くの資格情報を入手するためにどのユーザーを侵害すればよいか把握していますが、その資格情報

をどのように侵害すればいいかはわかっていませんよね? SMB の列挙は、これらの興味の的であるアカウントがさ

らされる正確なロケーションの情報を提供します。 

すべての認証されたユーザーは、(SYSVOL に対して) グループ ポリシーを適用するためにドメイン コントローラー

に接続する必要があります。このため、攻撃者にとって SMB 列挙は価値のあるツールとなります。つまり、ドメイ

ン コントローラーがまず SMB 列挙を実施すべき最初の標的となるわけです。 

ここでは、最初にインターネットから取得したリサーチ ツールである NetSess を使用します。NetSess は、指定

されたロケーションまたはリモート マシンで NetBIOS セッションを列挙するコマンド ライン ツールです。もちろ

ん、このラボではドメイン コントローラーに対して使用します。 

                                                 

10 フォレストとドメイン間、エンタープライズ管理者とドメイン管理者、およびその他の “Tier-0” レベルの特権のセキ

ュリティ境界の詳細については、こちらを参照してください。http://www.aka.ms/tier0 
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5. アクション: DC に対して SMB セッション列挙を実行する 

どのユーザーが特定のマシン、今回の場合は DC に接続されているかを列挙するためには、Victim-PC 上で 

NetSess がローカル保存されているロケーションに移動し、次のコマンドを実行します。 

NetSess.exe dc1.contoso.local 

  

アクション 5: DC に対する SMB 列挙 

事前に NuckC が ドメイン管理者であることは把握しています。ここで NuckC の IP アドレスが分かりました 

(192.168.10.30)。 

こういった種類の偵察活動はファイアウォールでは検出が困難です。SMB プロトコルは IT の基盤であり、Active 

Directory が信頼するプロトコルです。しかしながら、ATA ではこの SMB セッション列挙が検出できるだけでなく、

さらされたアカウントについてもアラートで通知してくれます。 

 
ATA による検出:  SMB 列挙を検出 

ATA では攻撃者が取得したものと同様の関連データを得ることができます。攻撃者の列挙と同じタイミングで、ソ

ース アカウント、ソース コンピューターとともに、さらされたアカウントおよび IP アドレスを特定します。 

データを多く持つほど、攻撃に対応する準備が整います。 
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侵入拡大  

これまで実行したわずかな手順で、すでに多くの情報を入手することができました。この時点での目標は、発見した 

IP アドレス 192.168.10.30 (NuckC のコンピューターの資格情報がさらされた場所) までたどり着くことです。 

メモリ内にある資格情報の列挙  

Victim-PC では JeffV の資格情報だけがさらされているわけではなく、攻撃者が発見すると役に立つアカウントが他

にもたくさんあります。Victim-PC 上のメモリ内にある資格情報も列挙してみましょう。運のいいことに、そのため

に使用できる Mimikatz というツールがあります。 

6. アクション: Victim-PC の資格情報をダンプする  

Victim-PC の管理者特権でのコマンド プロンプトで、Mimikatz が保存されているツール フォルダーに移動して次

のコマンドを実行します。 

mimikatz.exe "privilege::debug" "sekurlsa::logonpasswords" "exit" >> c:\temp\victim-pc.txt 

  

  

アクション 6: Victim-PC の資格情報をダンプする 

上記のコマンドで Mimikatz が起動し、メモリ内の資格情報を収集します。ツールは "victim-pc.txt" というテキス

ト ファイルにその内容を書き込みます。 

"victim-pc.txt" ファイルを開き、何が書いてあるか確認しましょう。 

7. アクション: Mimikatz がダンプした資格情報の解析  

"victim-pc.txt" ファイルをメモ帳で開きます。別のパスワードが使われ、異なるオペレーティング システム、既定

の設定の有効 / 無効などによりファイルの内容は変わるので、この例とまったく同じ出力でなくても不安に思わない

でください。 
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アクション 7: Mimikatz が出力した資格情報のダンプ ファイルを確認する 

攻撃者は JeffV の資格情報を見つけたので、JeffV になりすますことができます。 

攻撃者は同時にコンピューター アカウントを発見しました。これはユーザー アカウントのように、他のコンピュー

ターの Local Admin グループやその他の高い特権を持つセキュリティ グループに追加することができます。このシ

ナリオでは特に役立つものではありませんが、コンピューター アカウントも他の特権と関連付けることができるこ

とを覚えておいてください。 
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攻撃者はまた、潜在的に興味深いアカウントである 

RonHD を見つけました。セットアップ フェーズで 

RonHD が Victim-PC にログオンしていたことを覚え

ていますか? その資格情報はセットアップの際にメモ

リ内の LSA プロセスにさらされ、攻撃者は Mimikatz 

によってその情報を取得しました。 

Domain Admins や Enterprise Admins のユーザー

を列挙した際に RonHD は表示されませんでしたが、

今では彼の資格情報にアクセスすることができます。 

その環境が更新されていなかったり、WDigest を防止する設定がされていなかった場合、Mimikatz のダンプは暗号

化されていないパスワードを露呈することがあります。環境を最新の状態にし、ベスト プラクティスを実装してい

れば、空のパスワード フィールドが返されます11。 

最後に、RonHD のアカウントを使用する前に、価値があるものかどうかを見てみましょう。このアカウントを偵察

します。 

8. アクション: RonHD アカウントを偵察する 

Victim-PC のコマンド ラインから、次のコマンドを実行します。 

net user ronhd /domain 

  

アクション 8: RonHD について調べる 

                                                 

11 WDigest の詳細については、こちらを参照してください。 

https://blogs.technet.microsoft.com/kfalde/2014/11/01/kb2871997-and-wdigest-part-1/ 

侵害された RonHD のアカウント 

侵害された RonHD のアカウント 
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攻撃者は、RonHD が Helpdesk のメンバーであることを知ります。これで攻撃者は RonHD のアカウントに興味を

持ちました。しかし、アカウントが他のコンピューター上で管理者特権を持っているかどうかを知るためには、さら

なる分析が必要です。結局のところ、そのアカウントを使って他のコンピューターへ横移動したところで、攻撃者が

既に持っている権限よりも低い権限しかないことを発見するのでは、あまり意味がありません。 

9. アクション: リモート コンピューターのメンバーを列挙  

ここで、侵入テストに使われている一連の  PowerShell モジュールである  PowerSploit が登場します。

PowerShell セッションを開き、Victim-PC 上の PowerSploit を保存している場所へ移動します。PowerShell コン

ソールで、次のコマンドを実行します。 

Import-Module .\PowerSploit.psm1 

Get-NetLocalGroup 192.168.10.30 

最初の行で PowerSploit モジュールをメモリにインポートし、2 行目でそのモジュールで提供されている機能の 1 

つを実行します。この例では、Get-NetLocalGroup を実行しています。 

  

アクション 9: PowerSploit を介して取得したリモート (192.168.10.30) のローカル グループ メンバー 
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繰り返しになりますが、192.168.10.30 は SMB セッションの列挙のフェーズ (このドキュメントの 19 ページ) で

発見された IP アドレスです。 

攻撃者が発見したことは、次のとおりです。 

• 192.168.10.30 は Admin-PC に接続している (PowerSploit で IP アドレスをコンピューター名に解決済

み) 

• "Contoso.local/Domain Admins" および "Contoso.local/Helpdesk" は Administrators グループに属し

ている 

RonHD は Helpdesk グループの一員であるため、攻撃者は RonHD を使用して Admin-PC (先の偵察から、攻撃

者は NuckC がこのコンピューター上にいることを知っています) の管理者特権を得ることができます。 

攻撃者はこのグラフ状の考え方を使って、ネットワーク内の関係を発見しました。こういったものの考え方は、企業

ネットワークに対する新しい脅威に対応するために防御者が取り入れるべきものです。 

得た情報はすべてすばらしいものですが、横方向に移動するために RonHD をどのように使いますか? 

OverPass-the-Hash  

攻撃者が WDigest を無効化していない環境にいる場合、暗号化されていないパスワードを入手しているため、すで

にゲーム オーバーです。しかし、学びの精神で、ここでは暗号化されていないパスワードを知らない/アクセスでき

ないと仮定して状況を難しくしましょう。 

注: この機会に、IT 部門が WDigest を無効化していることを確認しましょう 12。 

では、RonHD の NTLM ハッシュへのアクセスで、何ができるでしょうか? 

Overpass-the-Hash というテクニックを使用して、NTLM ハッシュを使って Kerberos\Active Directory を介し

てチケット保証チケット (TGT) を入手することができます。TGT があれば RonHD になりすまして、RonHD がア

クセス可能なすべてのドメイン リソースにアクセスすることが可能です。 

10. アクション: RonHD に対して Overpass-the-hash 攻撃を実行する 

ここでまた Mimikatz を使用します。先に (20 ページの "6. アクション: Victim-PC の資格情報をダンプする" で) 

作成した victim-pc.txt から RonHD の NTLM ハッシュをコピーします。 

                                                 

12 https://blogs.technet.microsoft.com/kfalde/2014/11/01/kb2871997-and-wdigest-part-1/ 
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Victim-PC 上のファイルシステムで Mimikatz が保存されている場所に移動し、次のコマンドを実行します。 

Mimikatz.exe  “privilege::debug”  

/domain:contoso.local” “exit”   

“sekurlsa::pth  /user:RonHD  /ntlm:[ntlm hash]  

[ntlm hash] を victim-pc.txt からコピーした NTLM の値に置き換えます。 

  

アクション 10: RonHD に対する Overpass-the-hash 攻撃  

新しいコマンド プロンプトのセッションが開きます。この新しいコマンド プロンプトが、RonHD の資格情報を挿

入しました! 

これを検証し、Admin-PC の C$ の内容を読み取ることができるか確認しましょう。これは JeffV には許可されて

いないはずの権限です。 

11. アクション: RonHD の資格情報で Admin-PC の C$ を読み取る 

新規に立ち上げたコマンド プロンプトで、次のコマンドを実行します。 

dir \\admin-pc\c$  
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アクション 11: Admin-PC の C$ の内容を読み取る 

はい、Admin-PC の C ドライブにアクセスできましたね! 

では、ここで要点を明確にしましょう。あなたが JeffV に間違って読み取りの権限を設定したのではなく、新しく開

いたコマンド プロンプトが RonHD のチケットを挿入したことを確認しましょう。 

12. アクション: Overpass-the-hash のコマンド プロンプトのチケットを調査する  

Overpass-the-hash 攻撃で起動した新しいコマンド プロンプトで、次のコマンドを実行します。 

klist 

 

アクション 12: コマンド プロンプトで表示された Kerberos チケット 

このコマンド プロンプトであなたは RonHD としてふるまい、彼の Admin-PC へのアクセスを得るために正当な資

格情報を使ったことが確認できました。 

 
ATA による検出: 普通ではないプロトコルの実装 
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これらすべてが起こった場合、ATA は何を見ているでしょうか? Overpass-the-hash が NTLM、つまり RC4 を使

用しているため、"普通ではないプロトコルの実装" として報告されます。したがって防御者の観点から、Victim-PC 

上で RonHD のアカウントがドメイン コントローラーに対して認証に成功したことがわかります。これで、調査を

始めることができます。 

ドメインの昇格 

攻撃者は先の偵察により、高い特権を持つ NuckC アカウントを侵害するためのよい攻撃ベクターとして特定したコ

ンピューターである Admin-PC へアクセスできるようになりました。攻撃者は、ドメイン内での特権を昇格しなが

ら今度は Admin-PC へ移動しようとしています。 

資格情報の取得 

Pass-the-Hash 攻撃を実行することにより Admin-PC に移動することができます。まずは攻撃者ツール、特に 

Mimikatz および PsExec をそこに移動させる必要があります。 

13. アクション: Admin-PC に対して Mimikatz を実行する  

RonHD のコンテキストで新しく起動したコマンド プロンプトから、ファイルシステムの Mimikatz が保存されてい

る場所へ移動します。そのライブラリから、次のコマンドを実行します。 

xcopy mimikatz \\admin-pc\c$\temp  

次に、Admin-PC からすべての Kerberos チケットをエクスポートするために、MimiKatz をリモートで実行します。 

psexec.exe \\admin-pc -accepteula cmd /c (cd c:\temp ^& mimikatz.exe “privilege::debug” “sekurlsa::tickets 

/export” ^& “exit”) 

それらのチケットを再び Victim-PC にコピーします。 

xcopy \\admin-pc\c$\temp c:\temp\tickets 

file://///admin-pc/c$/temp
file://///admin-pc/c$/temp
file://///admin-pc/c$/temp
file://///admin-pc/c$/temp
file://///admin-pc/c$/temp
file://///admin-pc/c$/temp
file://///admin-pc/c$/temp
file://///admin-pc/c$/temp
file://///admin-pc/c$/temp
file://///admin-pc
file://///admin-pc
file://///admin-pc
file://///admin-pc
file://///admin-pc
file://///admin-pc/c$/temp
file://///admin-pc/c$/temp
file://///admin-pc/c$/temp
file://///admin-pc/c$/temp
file://///admin-pc/c$/temp
file://///admin-pc/c$/temp
file://///admin-pc/c$/temp
file://///admin-pc/c$/temp
file://///admin-pc/c$/temp
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いま何が起こりましたか? 

攻撃者は Mimikatz ツールを Admin-PC へコピーすることに成功しました。 

 

アクション 13: Mimikatz を Admin-PC に移動し、Admin-PC 上で Mimikatz を実行してチケットを入手し、Victim-PC に再びコピ

ーする 

Mimikatz のリモートでの実行は成功し、Admin-PC からのすべての Kerberos チケットがエクスポートされました。

最後に、攻撃者はその結果を Victim-PC に再度コピーし、NuckC のコンピューターを侵害することなく彼の資格情

報を入手しました! 

14. アクション: NuckC の TGT の場所を特定する  

 NuckC ではない (たとえば "ADMIN-PC$" など) kirbi ファイルの場所を特定します。それらを削除し、NuckC の

チケットは残しておきます。 
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アクション 14: 正しいファイル名を探し、次のアクションで使用するためにコピーする 

 

次のアクションで、NuckC のチケットをインポートする準備ができました。 
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Pass-the-Ticket  

これらのチケットを使って何ができるでしょうか? 文字どおり、それらをメモリに渡して、NuckC であるかのよう

に装ってリソースにアクセスすることが可能です。 

攻撃者は、機密性の高いリソースへのアクセスに必要な資格情報を入手するために、それらを Victim-PC のメモリ

にインポートします。 

15. アクション: Pass-the-Ticket 

管理者特権でのコマンド プロンプトでファイルシステム上の Mimikatz が保存してある場所に移動し、次のコマン

ドを実行します。 

mimikatz.exe “privilege::debug” “kerberos::ptt c:\temp\tickets” “exit” 

  

  

アクション 15: Pass-the-ticket 
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上記で示されているように、NuckC@krbtgt-CONTOSO.LOCAL のチケットのインポートが成功していることを確

認してください。 

コマンド プロンプトのセッションに正しいチケットが入っていることを確認しましょう。 

16. アクション: チケットがインポートされたことを確認する  

先ほどと同じ管理者特権でのコマンド プロンプトで、次のコマンドを実行します。 

klist 

  

アクション 16: NuckC@krbtgt チケットのインポートが成功したことを確認する 

攻撃者は入手したチケットのセッションへのインポートに成功し、新しい特権を利用してドメイン コントローラー

の C ドライブにアクセスしようとしています。 

17. アクション: NuckC の資格情報で dc1\c$ の内容にアクセスする  

チケットがインポートされたコマンド プロンプトで、次のコマンドを実行します。 

dir \\dc1\c$  

  

アクション 17: Victim-PC から NuckC の資格情報を使って \\dc1\c$ にアクセスする 

デジタルの世界では、事実上、NuckC が攻撃者です。ドメイン コントローラーのルートにアクセスできるのは、管

理者のみのはずです。攻撃者は正当な資格情報を使用して、正当なリソースにアクセスし、正当な実行ファイルを実

行しています。 

file://///dc1/c$
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多くの IT 環境では、彼らの環境で行われているこの潜入後の活動に気付かないでしょう。幸運なことに、わたした

ちには ATA があります。ATA コンソールで、何が検出されたかを確認しましょう。 

  
ATA による検出: ATA による Pass-the-Ticket の検出 

 

ATA は、Nuck Chorris のチケットが ADMIN-PC から盗まれて VICTIM-PC に移動されたことを検出しました。

ATA はまた、盗まれたチケットでアクセスされたリソースも報告します。攻撃に気がついただけでなく、調査の開

始点に関する洞察も得ることができました。 

 

 図 3: ATA により関連する Pass-the-Ticket でアクセスされたリソースが表示される  

  

ネットワーク防御者として、この情報は注目すべき重要なものです。攻撃者は、"dir \\dc1\c$" コマンドを使って 

CIFS にアクセスしました。攻撃者は、CIFS のためにローカルの DC1 に対して LDAP リクエストを送りました。

DC1 と直接通信し認証するために KRBTGT が使用されました (これは DC の C$ にアクセスするために必要なプロ

セスです)。このことから、わたしたちは防御者として、Pass-the-Ticket アクティビティが DC1 コンピューターへ

の直接アクセスを引き起こしたことを確認することができました。 
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リモートでのコードの実行  

DC に対してリモートでコードを実行することは、すべての攻撃者が実施したいと願っていることです。アイデンテ

ィティ レイヤーそのものに修正を加えることで、彼らの存在を検出するのはたいへん難しくなります。ドメインに

ユーザーを追加するためにリモートでコマンドを実行しましょう。ここでは NuckC の正当な資格情報を使用して、

"Administrator" セキュリティ グループにユーザーを追加します。悪意のあるソフトウェアやリサーチ ツールは必

要なく、組み込みのツールを使います。 

 

18. アクション: DC1 に対して PsExec を実行して Administrator を追加する 

Victim-PC 上で PsExec が保存されている場所で、次のコマンドを実行します。 

psexec \\dc1 -accepteula net user /add InsertedUser pa$$w0rd1 

psexec \\dc1 -accepteula net localgroup “Administrators” InsertedUser /add 

  

  

アクション 18: ドメインに Administrator を追加 

何が起こりましたか? 

攻撃者はユーザー アカウントを作成し、さらにそのアカウントを Administrator に登録しました。リモートでのコ

ード実行を通じて、手中にある Domain Admin の特権を明確に使いました。それだけではなく、Domain Admin 
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をさらに追加したり、削除したりすることもできます。繰り返しになりますが、これは正当なツールで正当な資格情

報を使って実行できます。 

幸運なことに、ATA が Victim-PC から DC1 に対するリモートでのコード実行を検出しました。次のスクリーンシ

ョットでは、ATA が成功した試行だけでなく、攻撃者が失敗した試行も検出していることが分かります。 
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ドメイン支配  

攻撃者はドメイン支配に成功しました。管理者としてどんなコードも実行でき、ドメインのどのリソースにもアクセ

スすることが可能です。 

ドメイン支配を確かなものとするために、もともとの攻撃メソッドが発見されたり、資格情報がランダムにリセット

された場合に備えて、バックドアやその他のメカニズムが保険として配置されます。 

Skeleton Key  

攻撃者が究極のバックドアを DC に作成しようとしていると仮定します。これは、管理者特権を持ったユーザーを即

座に作る 1 つの方法です。これは Skeleton Key として知られています。 

19. アクション: DC1 に Skeleton Key 攻撃を挿入する  

まず、DC に Mimikatz をコピーします。このフェーズでは、DC が 32-bit マシンか 64-bit マシンであるかを知る

ことが重要であることに注意してください。この例では 64-bit マシンを使っています。皆さんの特定の環境に合わ

せて、修正してください。 

xcopy x64\mimikatz.exe \\dc1\c$\temp\ 

では PsExec をリモートで実行し、Skeleton Key を展開します。 

PsExec \\dc1 -accepteula cmd /c (cd c:\temp ^& mimikatz.exe “privilege::debug” “misc::skeleton” ^& “exit”) 

file://///dc1/c$/temp
file://///dc1/c$/temp
file://///dc1/c$/temp
file://///dc1/c$/temp
file://///dc1/c$/temp
file://///dc1/c$/temp
file://///dc1/c$/temp
file://///dc1
file://///dc1
file://///dc1
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アクション 19: DC1 で Skeleton Key を実行する 

攻撃者は Skeleton Key を使って LSASS.exe のバイナリに "パッチをあて" ました。これが何を意味し、攻撃者が

何をできるかを見ていきましょう。 

20. アクション: Skeleton Key を利用する – JeffV でクリーンなコマンド プロンプトを起動して

いることを確認  

JeffV としてコマンド プロンプトを開きます。何が行われているかを明確に把握するため、他のユーザーのチケット

が存在しないことも確認します。 

Victim-PC の JeffV として、次のコマンドを実行します。 

klist  
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アクション 20: クリーンなコマンド プロンプト セッションを開始したことを確認する 

高い特権を持つチケットは存在しません。これは、攻撃者が実行するすべてのコマンドは JeffV に割り当てられた権

限のみで実行されることを意味します。 

21. アクション: DC1 での認証を試行  

では、DC1 の C$ をマップしてみましょう。まずは意図的に間違ったパスワードを使い、すべてのパスワードが機

能するわけではないことを証明しましょう。 

上記と同じクリーンなコマンド プロンプトで、次のコマンドを実行します。 

net use k: \\dc1\c$ wrongpassword /user:Administrator@contoso.local  

  

file://///dc1/c$
file://///dc1/c$
file://///dc1/c$
file://///dc1/c$
file://///dc1/c$
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 これは想定どおり失敗します。しかし、ここからが Skeleton Key が恐ろしくなるところです…これをマスター キ

ーを使って実施してみます。マスター キーは、Skeleton Key を挿入した際に、DC1 で認証されているすべてのア

カウントに追加したものです。 

コマンド プロンプトで、今回はマスター キーである "mimikatz" を使って次のコマンドを実行します。 

net use k: \\dc1\c$ mimikatz /user:Administrator@contoso.local  

  

アクション 21: マスター キーを使って Skeleton Key を利用する 

待ってください、何ということでしょう!? 

マスター キーである (ハードコードされた) "mimikatz" で、攻撃者は管理者特権を手に入れることができました。

このキーはアカウントのパスワードではないので、DC1 にアクセスするためにパッチされたプロセスを利用してす

べてのユーザーを管理者 (またはその他のセキュリティ グループ) として認証させる方法です。 

現在、各アカウントには 2 つの有効なパスワードがあることに注意してください。 

• ユーザー / 管理者として作成された、オリジナルのパスワード。 

• Skeleton のマスター キー 

これを検出することがどれだけ難しいことか想像できると思いますが、ATA ではこのように見えています。 

 
ATA による検出: 暗号方式のダウングレード (Skeleton Key) の検出 

file://///dc1/c$
file://///dc1/c$
file://///dc1/c$
file://///dc1/c$
file://///dc1/c$
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DC Sync: KRBTGT の侵害  

 ここまでのところ、攻撃者が DC で実施したことは DC 上での任意のコード実行が必要でした。ATA はこれらの活

動を検出し、関連する "疑わしいアクティビティ" フラグを挙げるとともに、ネットワーク防御者には軸となる情報

を提供しました。 

 しかし、もし攻撃者がたとえば DC 上で任意のコードを実行しないような隠れた攻撃 (PSExec なし、または直接 

LSASS プロセスに Skeleton Key を挿入することのない攻撃) を仕掛けた場合、どうなるでしょうか。 

この分野で使用するリサーチ ツールである Mimikatz には、"DC Sync" という機能があります。この機能により 

Domain Admin の資格情報を持つ攻撃者は、あたかも DC であるかのようにどの資格情報も複製することが可能で

す。 

22. アクション: コマンド セッションが NuckC であることを確認する  

NuckC の資格情報を持つコマンド プロンプトを開きます。コマンド プロンプトを閉じていた場合は、30 ページの 

15 (アクション: Pass-the-Ticket) に戻ります。 

コマンド プロンプトで、NuckC のチケットがまだセッション内に挿入されていることを確認します。 

  

アクション 22: krbtgt/Contoso.Local から NuckC を確認する 

これで正しいコンソールを使用していることが分かったので、攻撃者を模倣してドメインの基本的な資格情報である 

KRBTGT の入手を試みることができます。なぜこのアカウントなのでしょうか? このアカウントがあれば、自分の

チケットに署名することができるのです。 

https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dn745899.aspx#Sec_KRBTGT
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23. アクション: DC Sync の実行  

確認した Victim-PC 上の NuckC のコマンド プロンプトで、ファイルシステム上で Mimikatz が保存されている場

所に移動し、次のコマンドを実行します。 

mimikatz.exe “lsadump::dcsync /domain:contoso.local /user:krbtgt “exit” >> krbtgt-export.txt 

  

アクション 23: krbtgt アカウントに対する DC Sync の実行 

"krbtgt-export.txt" を開くと、攻撃者が必要とする KRBTGT の詳細が記載されています。 

たった今、ハッシュをエクスポートした "krbtgt-export.txt" ファイルを開きます。 

  

図 4: KRBTGT アカウントは "わたしたちのもの" 

この時点で、攻撃者はドメイン コントローラーに再アクセスすることなく、盗んだ NTLM ハッシュを使ってあらゆ

るリソースの TGT に署名するために必要なものを入手しました。これさえあれば、攻撃者はいつでも誰にでもなり

すますことができます (KRBTGT アカウント自身が 2 回リセットされない限り13)。 

ATA コンソールで、ネットワーク防御者にどのような情報が表示されたかを確認しましょう。 

                                                 

13 https://blogs.microsoft.com/microsoftsecure/2015/02/11/krbtgt-account-password-reset-scripts-now-

available-for-customers/ 



    Advanced Threat Analytics 攻撃シミュレーション プレイブック 

41  

  

  
ATA による検出: ATA が悪意のある複製 (DC Sync) を検出 

ATA は攻撃を検出しただけでなく、是正措置を取るために必要な情報も提供しています。 

KRBTGT を利用して偽のチケットに署名する行為はゴールデン チケット攻撃と呼ばれ、ATA により検出されます。

しかしながら、ここでのスコープやシグネチャに基づいた検出を説明するという目的のため、本記事では範囲外とし

ます。 
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結論  

ATA は、皆さんのネットワークを保護するために必要な、他では入手できない情報と洞察を提供します。ATA はア

イデンティティ プレーンを、環境における潜入後の活動を発見する強力な検出ツールに変えます。また、マクロ イ

ベントを理解し、攻撃シナリオをすばやくまとめるのに役立ちます。 

  

ATA は、潜入後の活動の検出が必須な "セキュリティ侵害を想定する" 世界で、必要となる洞察とインテリジェンス

を提供します。ファイアウォール、ウイルス対策エンジン、侵入検出サービスおよび侵入防止サービスはすべて、悪

意のある人物の侵入を阻止しようとしますが、侵入後は正当な資格情報を持つ正当なツールが悪意を持って使用され

るため、ほぼ感知できません。サイバーセキュリティの世界では、これらの悪意ある活動を正確に理解することが重

要なのです。 

  

詳細については、ATA ataeval@microsoft.com (英語のみ)、またはマイクロソフトの担当者までご連絡ください。 

mailto:ataeval@microsoft.com

