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Active Directoryに対するサイバー攻撃の
現状と対策の必要性

なぜ狙われるのか、どう守るのか
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自己紹介:松田 亘
2006• 年～サーバ構築や運用管理などに従事

2015• 年～脆弱性検証やサイバー攻撃の対応支援、ログ分析などに従事

2017• 年～東京大学情報学環(SiSOC-TOKYO)にて、セキュリティ人材育成
や研究に従事

対外活動• ・執筆物など

書籍–

「CSIRT 構築から運用まで」(共著)

講演– や研究成果の発信

Meet Magentoでの講演「ECサイトの未来を守るためにセキュリティができるこ

と」

https://jp.meet-magento.com/speaker/wataru-matsuda/

Hitcon Community 2017での講演

https://hitcon.org/2017/CMT/slide-files/d2_s1_r1.pdf
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自己紹介:藤本 万里子
• 2004年～ソフト開発やSIなどに従事

• 2015年～脆弱性検証やサイバー攻撃の対応支援、ログ分析などに従事

• 2017年～東京大学情報学環(SiSOC-TOKYO)にて、セキュリティ人材育成
や研究に従事

• 対外活動・執筆物など

– ISOG-J 脆弱性診断士（Web アプリケーション）

– 講演や研究成果の発信
OWASP Kansaiでの公演

https://speakerdeck.com/owaspkansai/zui-jin-falsewebapurikesiyonfalsecui-
ruo-xing-yasorewoe-yong-surugong-ji-falsedong-xiang-owasp-kansai

Hitcon Community 2017での講演

https://hitcon.org/2017/CMT/slide-files/d2_s1_r1.pdf
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• はじめに

• Active Directoryに対する攻撃

• Active Directoryのログ調査

• Active Directory保護を目的としたトレーニングの

実施

• まとめ
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はじめに
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標的型攻撃の流れ

• 標的型攻撃には、サイバーキルチェーンと呼ばれる攻撃のステップが

存在する

• 侵入自体を防ぐことは難しいが、サイバーキルチェーンの流れを

早期に断つことで、最終目的への到達を防止できる

• Windows環境では横断的侵害のステップでActive Directory(AD)が

悪用されることが多い

• 本講演では、横断的侵害のステップで攻撃を検知する重要性について
フォーカスする
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標的型攻撃におけるADへの攻撃の統計

• 2016年のFIRSTカンファレンスでも、多くの標的型攻撃において、

Active Directoryが攻撃を受けていたとの報告があった。
(参考：https://www.first.org/resources/papers/conf2016/FIRST-

2016-105.pdf)

• ドメイン管理者権限の悪用件数は以下の通り(日本語訳は引用者による)

ドメイン管理者権限悪用あり
15件

ドメイン管理者権限悪用なし
1件

不明
4件

ADの脆弱性悪用＋パスワード窃取
6件

パスワード窃取
5件

内訳
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Active Directoryとは

• マイクロソフト社が提供するWindowsコンピュータを集中管理するサービス

• ドメイン：ADでコンピュータやユーザを管理する単位

• ドメインコントローラ(DC)：ドメインの集中管理を行うサーバ

• ドメイン管理者：ドメインの管理者でドメイン配下のリソースに対して強力な
管理権限を持つ

ドメインコントローラ

Active Directoryドメイン

サーバ

ドメインに参加してい
るリソースに対しては
何でもできます

ドメイン管理者

アクセスOK

アクセスNG

アクセス権の
設定

グループポリシー
の配布

新PC

ユーザの作成
(変更、削除)

ドメインの集中管理
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ドメイン管理者権限を窃取されると、大きな脅威となる
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Active Directoryの認証

AD環境の認証では、主に以下の2種類の方式が使用される。

• Kerberos認証：ADにおいてメインで用いられる認証チケットを使う認証方式

– TGT(Ticket Granting Ticket):正しいユーザであることを証明するチケット

最初の認証時にDCによって発行され、有効期限内は各クライアント端末に

保存されて再利用される

– ST(Service Ticket)：サービスを利用するためのチケット

• NTLM認証：パスワードハッシュを使用するレガシーな認証方式だが、

以下の場合などに、新しいバージョンのWindowsでも使われることがある

– IPアドレスを指定して共有フォルダやプリンタにアクセスする場合

– ドメインに参加していないコンピュータの認証を行う場合

これらの認証方式の仕様を悪用した攻撃が行われている。
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Active Directoryに対する攻撃
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Active Directoryに対する攻撃

ADに対する攻撃の流れ

1. 標的型メールなどによって端末がマルウエアに感染

2. ADの脆弱性などを悪用し、ドメイン管理者権限を窃取

3. 長期的なアクセスを目的とし、不正な認証チケット(Golden Ticketなど)
を作成

ドメイン

ファイル
サーバ

DC

感染端末

1.標的型メールなどによって
組織内ネットワークに侵入

2.ドメイン管理者や
サーバ管理者権限を窃取

3.不正な認証チケットを
作成し、長期的なアクセス権を窃取
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2.ドメイン管理者や
サーバ管理者権限を窃取
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ドメイン管理者権限の窃取方法の例

• ADの脆弱性悪用

• 例)Kerberos KDCの脆弱性(MS14-068)

• Kerberos認証の脆弱性を悪用して、細工したTGTを作成。
細工したTGTを使用し、ドメイン管理者権限へ権限昇格。

Active Directoryに対する
攻撃手法の例

①ドメインユーザの
端末に侵入

②細工したTGTを作成 ③脆弱性を悪用して、
ドメイン管理者へ権限昇格

攻撃者

ドメインユーザ
(一般権限)

ドメイン管理者
(管理者権限)

DC
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ドメイン管理者権限の窃取方法の例

• 端末に保存された認証情報の悪用

• 攻撃ツールを使用し、端末のメモリなどに保存された認証情報を窃取

• Pass the hash：NTLM認証で使用されるパスワードハッシュを窃取し、
他のコンピュータに不正にアクセスする攻撃手法

• Pass the ticket：Kerberos認証で使用される認証チケットを窃取し、
正規のユーザになりすまし、サービスを不正に利用する攻撃方法

①侵入した端末(A)の
管理者権限を取得

③端末(B)にてドメイン管理者の
パスワードハッシュを窃取し、
ドメイン管理者で(C)にログイン

攻撃者

(A)クライアント端末

(C)DC

【Pass the hashの流れ】

13(B)ドメイン管理者の端末

②端末(A)にてドメインユーザの
パスワードハッシュを窃取し、
ドメインユーザで(B)にログイン

Active Directoryに対する
攻撃手法の例
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長期的なアクセス権限窃取の例
• 攻撃者は、長期的なアクセスを目的として「Golden Ticket」と呼ばれる不正な

認証チケットを作成する可能性がある。

• 「Golden Ticket」は攻撃者が不正に作成した正規の署名が付いたTGT。正
規のアカウントになりすますことができるため、検知が非常に困難

• ドメイン管理者権限を窃取した攻撃者は「Golden Ticket」の作成に必要な
情報を容易に収集することができる

• Golden Ticketを無効にするためには、DC上に存在するサービスアカウント
であるkrbtgtアカウントのパスワードを2回変更する
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Active Directoryに対する
攻撃手法の例

②作成済みの
「Golden Ticket」を

使用してサーバにアクセス

クライアント端末

③正規のアカウント
(ドメイン管理者など)が

アクセスしたログと区別が
つかないため検知が困難

ファイルサーバなど

攻撃者

①再侵入
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Active Directoryのログ調査
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早期検知の重要性
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ドメイン• 管理者権限を窃取されると、攻撃者がドメイン配下のあらゆるリ
ソースにアクセスできるため、脅威度が高い

さらに• 、ドメイン管理者権限を窃取した攻撃者は、長期的なアクセスを

目的として「Golden Ticket」を作成する可能性がある

• 「Golden Ticket」は正規のアカウントを悪用する攻撃であるため、検知が
非常に難しい

一度• 、「Golden Ticket」を作成されてしまうと、検知が困難になるため、

ドメイン管理者権限を窃取された時点で気づき、対策をとることが望ましい
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Active Directoryのログ調査の必要性
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• ADに対する攻撃の痕跡が明確に残るログは少ない。そのため、定期的に

ログを確認し、通常と異なる挙動がないか確認する必要がある

• ADの運用や環境を見直すことで、攻撃しづらく、さらに不正な挙動を

見つけやすい環境を構築することができる

• 効果的なログ調査を行うためには、以下を事前に行うことが望ましい

• ドメイン管理者やサーバの管理者アカウントの棚卸

• ADやサーバを管理する端末の棚卸

• ネットワーク構成の把握

• ログの保存状況の確認
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ADやサーバを管理する端末の棚卸

悪用を検知しやすい例
(端末とアカウントが1:1)

悪用を検知しにくい例
(端末とアカウントが多:1 または多:多)
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Active
Directory

感染端末で管理者アカウントが
悪用された際に気づきやすい

Admin

！
Active

Directory

感染端末で管理者アカウントが
悪用された際に気づきにくい

Admin

？

• アカウントの悪用を検知しやすくするため、管理者アカウントを使用する端
末を制限する

• 管理者アカウントの悪用を検知しやすい環境を作る

• 管理者アカウントの認証情報が保存される端末を減らす
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ADログの保存状況の確認

• イベントログは標準設定では20MB程度しか保存されないため、

ログがすぐに上書きされてしまう。最大ログサイズやアーカイブの設定が

必要

• イベントの中には、標準の監査ポリシー設定では記録されないものが

あるため、監査ポリシーを適切に設定する必要がある
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Active Directoryのログ調査

• ADのログは、横断的侵害のステップでアカウントの悪用を検知するのに

有用な情報が含まれる

• AD環境では、ドメインに属するユーザやコンピュータの認証ログは

ドメインコントローラのイベントログ(セキュリティ)に一元的に記録される

• ドメインコントローラのイベントログを確認することで、

効率的にAD環境のログを調査できる

1. まずはドメインコントローラのイベントログを調査し、

不審なコンピュータを洗い出す

2. 不審と判断したコンピュータのイベントログを調査し、そのコン
ピュータで行われた攻撃活動や感染経路などの詳細調査を行う
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Active Directoryのログ調査

認証に関係するイベントログ

• 認証に関係するイベントログ(以下は例)を確認することで、アカウント
の悪用を検知できる場合がある。攻撃を直接的に示唆するログは

多くないため、通常運用時のログと比較することが必要なケースが多い。
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イベントID 意味 結果

4624 ログインの成功 -

4625 ログインの失敗 -

4768 Kerberos 認証(TGT要求)
成功 (結果コード: 0x0) 

失敗(結果コード: 0x0 以外)

4769
Kerberos 認証(サービスチ
ケット要求)

成功 (結果コード: 0x0) 

失敗(結果コード: 0x0 以外)

4776 NTLM認証
成功 (結果コード: 0x0) 

失敗(結果コード: 0x0 以外)

4672 特権の割り当て -

4771 Kerberos事前認証失敗 原因に応じた結果コード
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特権割り当てのログ

• 攻撃を比較的見つけやすい認証イベントとして、

「特権の割り当て (イベント ID:4672)」がある。

管理者アカウントではないユーザに対して本イベントが記録されている

場合は、脆弱性の悪用などによって権限昇格されている可能性がある。
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client01が一般ユーザであ
る場合、一般ユーザに特権が
割り当てられている

Active Directoryのログ調査例
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• 特権を利用することを想定していないアカウントと、そのアカウントを
使っている端末の調査(イベントID:4672)

• 不要な管理アカウントの洗い出しと権限の見直し

Admin

認証要求元の端末は
侵害されている可能性がある

AD

管理者

一般ユーザ

user1
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Active Directoryのログ調査例

一般ユーザにも関わらず、
特権使用のログが記録されている
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ADログの確認方法の例

1. DCのイベントログをツールなどで検索しやすい形に変換する

2. 特権割り当て(イベントID:4672)を検索する

3. Kerberos認証を悪用する攻撃の証跡(イベントID:4769のエラー

コード)を抽出する

4. ドメイン管理者アカウントの認証ログを抽出し、通常と異なる挙動が
ないか確認する

ADのログ調査時に有用な情報

• ドメイン管理者アカウントの一覧

• ドメイン管理者が使う端末の一覧
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Active Directoryのログ調査
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Active Directory 保護を

目的としたトレーニングの実施
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AD• のセキュリティの重要性を認識してもらうために、重要インフラ

企業のセキュリ ティ関係者を対象にトレーニングを実施

インシデ• ントレスポンス演習は以下のステップに分けて実施

意図的– に脆弱な環境を作り、セキュリティ対策をレクチャーする前に
攻撃を実施

セキュリティ– 対策をレクチャーし、受講生がセキュア化を行なった

環境に対して、再度攻撃を実施

演習• で行なった攻撃の例

認証情報窃取1. ツールを使ったメモリ上の認証情報の窃取

2. MS14-068の脆弱性を悪用したドメイン管理者への権限昇格

ファイルサーバ3. 上の機密情報の窃取

4. ドメイン管理者権限の Golden Ticket を使用した再侵入と情報窃取

26

Active Directoryに関する
トレーニング
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• 攻撃に対する防御に成功したチームの割合
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MS• 14-068などの攻撃は、ログから検知できたチームが多く、
防御することができた
一方• 、Golden Ticket を使用した攻撃については、検知、防御が
できなかったチームが多かった
この• 結果からも、ドメイン管理者権限を窃取された時点で気づくこと
が重要であることが分かる

Active Directoryに関する
トレーニング

33% 33%

0% 0%

100% 100%

40%

27%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1(認証情報の窃取) 2(MS14-068の脆弱性) 3(機密情報の窃取) 4(Golden Ticket)

防御率

防御成功率 (1回目) 防御成功率 (2回目)
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まとめ
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ADに対する攻撃に備えて

AD• は攻撃者に狙われやすく、特にドメイン管理者権限を窃取された
場合、大きな脅威となる

一旦• ドメイン管理者権限を窃取されると、検知が難しくなるため、ド
メイン管理者権限の悪用に早期に気づくことが重要である

攻撃• を早期に検知するために、ログを十分な期間保存し、定期的に確
認することが重要である

ログから• 攻撃を見つけやすくするには、適切な運用ルールを策定し、
アカウント悪用を見つけやすい環境を作ることが重要である

AD• の攻撃の検知や防御を正しく習得するために、ADに関する実機を
使ったセキュリティトレーニングを実施することも有効である
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参考資料
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有効にすべき監査ポリシーの設定

サブカテゴリ 既定値 設定値 (*1) 

アカウント
ログオン

資格情報の確認の監査 成功
成功
失敗

Kerberos 認証サーヒズ
の監査

成功
成功
失敗

Kerberos サービスチ
ケット操作の 監査

成功
成功
失敗

ログオン / 
ログオフ

ログオンの監査
成功
失敗

成功
失敗

特殊なロクオ゙ンの監査 成功
成功
失敗

オブジェクト
アクセス

その他のオブジェクトア
クセス イベントの監査
(*2) 

監査なし
成功
失敗

*1:赤文字は標準では有効でないため、追加で有効にする必要がある監査ポリシー

*2:タスクに関連するイベントを記録するために必要

引用：https://www.jpcert.or.jp/research/AD.html 31
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Active Directoryの攻撃に対する事前対策

攻撃手法と対策の対応

ADの
脆弱性
悪用

保存された
認証情報の

悪用

ローカル
管理者の

悪用

管理者専用の
端末の設置

○ ○

セグメント化 ○ ○

特権の最小化 ○ ○

セキュリティ更新
プログラムの適用

○ ○ ○

認証情報の保護 ○ ○

適切な
パスワードの設定

○

32



東京大学 情報学環

1．管理者専用の端末の設置

• DCやサーバの管理に使用する端末は、管理者アカウントの認証情報が保存される

ため、攻撃の対象になりやすい。インターネットへの接続やアプリケーションの

実行を制限した専用端末化を行う

→管理者アカウントが侵害されるリスクを軽減

2．特権の最小化

• 特権を付与するアカウントの最小化

• 特権を使用する端末の最小化
→管理者アカウントが侵害されるリスクを軽減

• 付与する特権の最小化
→特権を悪用された時の被害を軽減

3．セキュリティ更新プログラムの適用

• 脆弱性を悪用した攻撃の防止

• DCに対してもセキュリティ更新プログラムの適用が必要

33

Active Directoryの攻撃に対する事前対策
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4．認証情報の保護
認証情報の窃取を防ぐことで、不正なチケット作成や横断的侵害を抑止

• LSAプロテクション

– LSAは、ユーザの資格情報の管理やパスワードハッシュの保持などを行う
Windows のセキュリティ機能

– LSAプロテクションを有効にすると、未署名またはMicrosoft以外によって
署名されたプロセスからメモリを保護することができる

• Windows 8.1 / Windows Server 2012 R2以降のWindowsや、

セキュリティ更新プログラム(KB2871997)を適用した環境では、

容易に復元が可能なLMハッシュや平文パスワードがメモリ上に

保存されない。

参考)

https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows-
server/security/credentials-protection-and-management/configuring-
additional-lsa-protection
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5．適切なパスワードの設定

• 短いパスワードや単純なパスワードは、総当たり攻撃などで

割り出されてしまう危険性が高いため、パスワードは強固なものにし、

共通のパスワードの使用は極力避ける

• LAPS

Microsoftが提供しているツール。各コンピュータの

ローカル管理者アカウントのパスワードを一元的に管理し、

ランダムなパスワードに変更したり、定期的に更新することができる。

参考)

https://blogs.technet.microsoft.com/jpsecurity/2015/05/14/local-
administrator-password-solution-laps/
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6．セグメント化

• 用途に応じて、コンピュータを別々のネットワークセグメントに配置し、
セグメント間の通信(リモートアクセス等)を制限することで、横断的侵害を抑止する

• 各セグメントでは専用の管理アカウントを設け、そのセグメント内でのみ使用する

サーバセグメント

サーバ管理専用端末サーバ群

クライアントセグメント

クライアント端末

DCセグメント

ドメイン管理専用端末DC
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7．Credential Guard(Windows 10の新機能)
• LSAが保持する認証情報をホストOSから分離された仮想環境上で保護する機

能
本機能を使うことで、攻撃ツールが不正にメモリにアクセスし、認証情報を
窃取したり、不正なチケットを展開したりすることを抑止できる。
ただし、ハードウエアがCredential Guardに対応している必要がある。

参考)
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/mt483740(v=vs.85).aspx
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Golden Ticket とは

• 「攻撃者が不正に作成した正規の署名が付いたTGT」のこと。Golden Ticketを使う
と、任意のアカウントに恒久的に(標準では10年)なりすますことが可能

• TGT(Goldent Ticket 含む)は、krbtgtというDC上のアカウントのパスワードハッ
シュで署名/暗号化されている。ドメイン管理者権限を窃取した攻撃者は、 krbtgtの
パスワードハッシュを窃取し、正規のTGTを不正に作成することが可能になる

• Golden Ticketは、なりすましたアカウントのパスワードが変更された後も、MS14-
068のパッチ適用後も使用できる

– 既に作成済みのGolden Ticket は使用可能

– ドメイン管理者権限を窃取している場合、新たなGolden Ticket を作成可能

• 既に作成済みのGolden Ticketを無効にするには、krbtgtアカウントのパスワードを
2回変更する必要がある

• 新たなGolden Ticket を作成されないようにするために、ドメイン管理者権限を守る
ための「事前対策」もあわせて行う必要がある

• Golden Ticketを使った攻撃では、正規のドメイン管理者アカウントが悪用されるた
め、検知が非常に難しい。そのため、ADが侵害されている可能性が考えられる場合
は、 krbtgtのパスワード変更を推奨する
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ご清聴ありがとうございました

問い合わせ先：
coe@ml.sisoc.tokyo
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