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エグゼクティブサマリー
• Talos は一般に公開されている情報の調査を通じて、ランサムウェアグループ「Conti」および 
「Hive」の攻撃実行犯とその被害者との間で交わされた 4 か月間のチャットログ（40 回を超す会
話）を入手し、分析しました。本報告書の所見は、攻撃者のコミュニケーションスタイル、説得
手法、身代金交渉、攻撃および標的に関する情報などの概要を示すものです。

• Conti と Hive ではコミュニケーションスタイルが大きく異なります。Conti はさまざまな説得術
を駆使し、多くの場合、台本を用意しているかのような、ある程度組織立ったやり取りを行います。
それとは対照的に、Hive のコミュニケーションははるかに短く、もっと単刀直入で、Conti のよう
にさまざまな手法を用いて言い含めようとはしません。実際に攻撃を実行するアフィリエイトに対
する両グループの監視レベルが異なるせいでこのような違いが生まれているとも考えられますが、
単にさまざまなランサムウェア攻撃者が独自のコミュニケーションスタイルを使用していることが
原因である可能性もあります。

• 両グループとも、身代金の要求額をすぐに引き下げ、交渉を通じて大幅な減額を何度も提案して
きます。攻撃者が最初に要求した身代金が底値であることはまずありません。

• Conti も Hive も、被害に遭った組織について調査を行ってから身代金の額を決めており、通
常はその会社の年間収益の約 1% を要求します。両グループとも標的を無差別に選んでいるよう
に見えますが、おそらくは、どの組織が最も侵害しやすいかを調べ上げて標的を絞り、手っ取り
早く金銭的利益を得ようとしています。

• Hive の攻撃実行犯は作戦保全に対する意識が驚くほど低く、暗号化プロセスなどの攻撃活動
の詳細に関する機密情報を外部に漏らしています。さまざまな証拠から、交渉を進めるうえで 
Hive のアフィリエイトは標準的な手順書に従っていないこと、また身代金を支払わせるための説
得工作を一切行っていないことが分かっています。たとえば身代金が支払われたら見返りを提供
すると被害者組織側の交渉担当者に持ちかけることはありません。

はじめに
ランサムウェアを巡る状況は目まぐるしく変化しています。新種のランサムウェアが絶えず出現しており、名前を変えながら活動するグループが
あるかと思えば活動を完全に停止するグループもあります。またさまざまなサイバー犯罪集団が新しい戦略的パートナーシップを結んでいます。
米国当局と国際的なパートナーがランサムウェアの活動に対して集中的な取り締まりを実施していることから、この脅威を巡る状況はさらに大
きく変化しています。法執行機関は特にランサムウェア攻撃者に的を絞って、その活動を阻止しようと取り組んでいます。また、国際的な舞台
で起きている出来事も主要なランサムウェアグループに影響を与えるようになっています。その例として Conti という悪名高い RaaS（サービス
としてのランサムウェア）グループがあります。ロシアのウクライナ侵攻を支持することを Conti が公表したところ、サイバーセキュリティ研究
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者がこのランサムウェア犯罪集団に対して報復を行い、マルウェア
のソースコードやアフィリエイト間の内部チャットといった同グルー
プに関する情報を漏洩させました。

状況が絶え間なく変化しているという点では Hive ランサムウェア
グループも同じです。感染したデータを復号する方法がセキュリ
ティ研究者によって公開されてしまったため、Hive がマルウェアを
更新したことが最近確認されています。韓国インターネット振興院
（KISA）が復号ユーティリティをリリースしていますが、おそらくこ
の調査に基づいたものです。調査の公開後に Hive の開発者はマ
ルウェアを更新しており、KISA のツールが機能するのは更新後の
バージョンではなく以前のバージョンの Hive ランサムウェアのみ
のようです。

Conti と Hive は現在、最も猛威を振るっているランサムウェアグ
ループと考えられています。Conti については、攻撃実行犯の間で
交わされた内部メッセージが漏洩して組織内のさまざまな役割分
担やアフィリエイトの新規採用プロセスといった興味深い情報が明
らかになっていますが、本報告書で取り上げているチャットの会話
はまったく別の情報源から入手したものであり、攻撃者と被害者と
の間で交わされたやり取りに焦点を当てたものとなっています。侵
害を受けた組織とのチャットを分析することで、攻撃者が身代金
の額を決定する方法、減額交渉に応じる姿勢、営業戦術、被害者
に支払いを迫る手法といった工作活動に関するさまざまな詳細に
ついて洞察を得ることができました。

本報告書を作成するにあたり、Hive についても、攻撃者と被害者
との間で交わされたチャットを同様に分析しました。このグループ
も大きな注目を集める侵害を継続的に行っており、セキュリティコ
ミュニティではそうした攻撃の詳細を理解して防御態勢を整える取
り組みを進めています。Talos が確認した Hive のチャットは Conti 
とは面白いほど対照的で、交渉の進め方やコミュニケーション方法
を 2 つのグループの間で比較することができました。また、この
会話から Hive ランサムウェアのペイロードや暗号化手法に関する
重要な情報も得られました。こうした機密情報を漏らすほど作戦
保全に対する意識が低いアフィリエイトが少なくとも 1 つあること
が分かります。Cisco Talos インシデント対応チーム（CTIR）では
対応業務の 1 つとしてあらゆる種類のランサムウェア感染の修復
を行っていますが、これらのチャットは CTIR の対応業務を通じて
入手したものではありません。あくまでも、一般に公開されている
情報の調査を通じて入手しています。

Talos では、注目を集めている攻撃者の人間的な側面に焦点を当て
た調査を拡充させる取り組みを進めており、本報告書もその一環と
なっています。この取り組みでは、攻撃者の動機、コミュニケーショ
ン手法、攻撃活動に関する洞察といった、インテリジェンス上の価
値がある重要な情報を明らかにしていこうとしています。たとえば
昨年実施した同様の調査では、Lockbit ランサムウェアの攻撃実行
犯を名乗る者との間で交わされたチャットを入手して、攻撃実行犯
のサイバー犯罪活動に関する価値ある情報を直接収集し、報告書
にまとめています。同様に、本報告書では 4 か月にわたる 40 件を
超すチャットを分析してさまざまな重要ポイントをまとめています。
ランサムウェア攻撃が世界中の組織にとって重大な脅威となってい
る今、エグゼクティブやサイバーセキュリティ コミュニティ全体に
とって役立つ内容となっています。

Conti

コミュニケーション戦略

Conti の攻撃実行犯と被害者との間で交わされたチャットログを確
認したところ、組織から大金をゆすり取るという最終的な目標を達
成するために興味深いテーマと手法を駆使していることが確認され
ました。Conti のコミュニケーションスタイルは比較的プロフェッ
ショナルで、台本があるかのような自己紹介と、感情や誇張がほと
んどない淡 と々した表現が特徴です。余計なことは言わず、感染し
ていることを被害者に説明し、身代金を支払わなかったらどういう
目に遭う可能性があるかを伝え、できる限り早く支払ったほうがよ
いと言い含めます。

被害者組織と交わす最初のチャットは単刀直入です。通常、「こちら
は Conti チームです」と自己紹介し、多くの場合、チャットの相手
に名前、会社名、役職を尋ねます。その後、被害者のネットワーク
に侵入し、すべての機密情報を盗み出してファイルを暗号化したこ
とを説明します。

ここから先は、さまざまな説得手法を駆使することが確認されてい
ます。多くの場合、被害者に同情を示し、自分たちも被害に遭った
組織と同様にビジネスを行っているのだという説明をして、被害者
のデータを復元するための支援を申し出ます。身代金の支払いは支
援の対価であるかのように見せかけます。あるケースでは、「ご安心
ください、これ以上の被害に遭わないように Conti が協力いたしま
す」と語っています。

http://www.talosintelligence.com/
https://arxiv.org/pdf/2202.08477.pdf
https://seed.kisa.or.kr/kisa/Board/128/detailView.do
https://twitter.com/rivitna2/status/1506294210554736660
https://twitter.com/rivitna2/status/1506294210554736660
https://gblogs.cisco.com/jp/2021/02/talos-interview-with-lockbit-ransomware/
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図 1. Conti が被害者に送信したセキュリティレポートの例

自分たちは「IT サポート」を行うのだと言い、「復号ツール」の提供を持ちかける
だけでなく、今後こうした攻撃を受けないように詳細なセキュリティレポートを支
払い時に提供するという提案まで行います。Talos が入手したセキュリティレポート
のサンプルを図 1 に示します。

漠然とした一般的な推奨事項しか並んでおらず、具体的な導入手順は示されてい
ません。さまざまな被害者とやり取りを行う際にごく簡単に再利用できるようなガ
イダンスです。

また、「被害防止サービス」を提供していると言って、脅迫行為を行っている事実
を覆い隠そうとします。ここでも、被害者を保護できる親切な支援者を装います。
多くの場合、Conti の攻撃実行犯は、データが漏洩するとどうなるかを被害者に
説明します。たとえばそうした情報がダーク Web で販売されてサイバー犯罪者
の手に渡り、ソーシャルエンジニアリング攻撃などに悪用される危険性があると
説明します。不正アクセスを受けたことを被害者組織の顧客、ベンダー、従業員、
投資家に通告すると警告したうえで、支払いがあればこれらの問題を直ちに解決
できると断言します。

支払おうという気にさせるために、他のマーケティング手法も使用しています。例
を挙げると、クリスマス割引やホリデー割引などの減額を提案して、格安な金額
で解決できるように思わせようとしていました。こうしたお得な提案には迅速に支
払わせるための条件が付いていることが多く、たとえば「今から 72 時間以内に
取引を行う」ことで「特別割引」が受けられるといった提案をします。

Conti はこうした戦術を通じて、相手を思いやっているかのように振る舞います。
被害者を支援しようとしている、あるいは取引をしようとしているように思いこま
せるのです。ですが、脅しや威圧といったより攻撃的な手法も使用します。デー
タ漏洩によって数百万ドル、数十億ドル規模の訴訟を抱えることになった企業の
報道を引用して、データが漏洩すると評判の低下や法的問題を招くことになると
釘をさします。Conti がデータを漏洩させれば会社の株価は急落すると言って脅し
たり、窃取した情報を競合他社に流すと脅迫したりします。データを漏洩させた
組織はさまざまな政府機関や規制法によって処罰されると念を押し、ダーク 
Web でデータが販売されれば従業員が ID 盗用の被害に遭うと改めて強調しま
す。被害者の応答が遅かったり切迫感がなかったりして苛立ちを募らせると、こう
した脅しは激しくなるようです。

これらのより攻撃的な戦術は、米国政府が報告している最近の傾向と一致してい
ます。CISA が 2021 年に発表した世界のランサムウェアの傾向に関する報告書に
よると、ランサムウェア攻撃者は金銭をゆすり取るために多様なアプローチを駆
使しており、被害者組織のパートナー、株主、サプライヤにインシデントについて
通告するなどしています。

身代金交渉

Conti の攻撃実行犯は、被害者組織の年間収益に応じてケースバイケースで身代
金の額を決定しているらしく、Talos が確認したいくつかのコミュニケーションでも
企業収益に応じた身代金が要求されています。

セキュリティレポート 
貴社のネットワークへの侵入には電子メール
による侵害を使用しました。したがってまず、
セキュリティ対策に関する厳格な指示をすべ
ての従業員に提供してください。

ネットワークに関する基本的な推奨事項：

1. 高度な電子メール フィルタリング ポリ
シーを導入する

2. 高度なパスワードポリシーを導入する 

3. Pass-the-Hash や Pass-the-Ticket 
などの特定の攻撃をブロックすることを
検討する

4. すべての内部システムを最新バージョン
に更新する

5. ネットワーク セグメンテーションを確認
し、フィルタリングポリシーを備えたハー
ドウェア ファイアウォールの購入を検討
する

6. Kerberoasting 攻撃をブロックする

7. 完全なペネトレーションテストを実施す
る（外部と内部の両方）

8. 高度なウイルス対策 /EDR システムを導
入する

9. グループポリシーを確認し、一部のユー
ザーのドメインおよびローカル管理者権
限を取り消す

10. 高度な DLP ソフトウェアシステムを導入
する

11. 従業員の電子メールを保護し、受信メー
ルをフィルタリングし、EDR（Sentinel、
Carbon Black）をインストールする

12. ネットワークプログラムの更新を監視
する

13. パスワードポリシーに注意を払い、シス
テムに保存しない

14. バックアップを行い、カセットにオフラ
インバックアップを作成するとともにオ
ンラインバックアップを使用する

http://www.talosintelligence.com/
https://www.cisa.gov/uscert/ncas/alerts/aa22-040a


「私たちがお客様を裏切ることなど天地が裂けてもあり得ません。Conti 
はこの市場をリードするグループであり、良い評判を得ることが私たち
のビジネスの絶対的な基盤となっています。契約義務を違えることは絶
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交渉には積極的に応じ、Talos が確認した会話のほとんどで、身
代金の減額を提案するか受け入れています。状況に応じて Conti 
側から減額を提案することもあれば被害者が要求することもあり
ましたが、被害者が要求したほぼすべてのケースで、ほとんど難
色を示さず、あっさりと要求を受け入れています。身代金を減額
する代わりに被害者のデータが公開される場合もありました。あ
るケースでは 80% 近い減額に Conti 側が同意しましたが、被害
者のデータの 80% を Conti のリークサイトで公開するという条
件が付けられました。

Conti は通常、大幅な減額を提案します。10%、24%、57%、
74%、それ以上になることもあります。あるケースでは、5 回に
わたって 98% も身代金を引き下げ、5,000 万ドルから 100 万ド
ルに減額しています。Conti は交渉に積極的に応じますが、身代
金の減額には限界があり、最後には底値に落ち着きます。Conti 
が受け入れた身代金の最低額は 10 万ドルでした。ただし、その
ケースで最初に提案された金額やその会社の年間収益について
は分かっていません。これらの調査結果から見えてくるのは、
Conti が交渉に積極的に応じること、また、最初に要求する身
代金の額は最終的な提案ではなく交渉の出発点に過ぎないとい
うことです。

支払い日についても Conti は柔軟に対応しているようで、被害者
の要求に応じて期限を延ばすことが多々あります。こうした行動
から、Conti の攻撃実行犯が非常に日和見的なサイバー犯罪者で
あることが見て取れます。被害者の要求を何度も受け入れること
になっても、支払いが拒否されるよりはいくらかでも支払われた
ほうがよいと考えるようです。

評判の重要性

サイバー犯罪者も、多くの合法な事業活動と同様に、少なくとも
被害者組織との間の合意を確実に守るという点で「良い」評判を
維持することが必要になります。Conti にとってもこれは最優先事
項となっており、取引を完遂する強い意志があることを繰り返し
表明します。被害者が Conti を信用していないと感じたときには
怒ったように見えることさえあります。あるケースでは、Conti の
攻撃実行犯が感情をあらわにして「支払ったのに約束が果たされ
ないということは絶対にありません」と言っています。別の会話で
は、Conti はこの分野で「豊富な経験」を有していると述べ、
Google で Conti を検索して「だまし討ち」をするグループでは
ないことを確認するよう被害者に求めています。Conti はこの姿勢
を強調するために次のように述べています。「私たちがお客様を裏
切ることなど天地が裂けてもあり得ません。Conti はこの市場を
リードするグループであり、良い評判を得ることが私たちのビジネ
スの絶対的な基盤となっています。契約義務を違えることは絶対
にありません」。

これほどの自信を見せ、虚勢を張るのは、Conti がその独特なビ
ジネス環境においてある種の信頼を「お客様」から得る上で重要
だからなのかもしれません。盗まれたデータが漏洩されないと被
害者組織が信じる根拠は、攻撃者の言葉と世間におけるグループ
の評判しかありません。Conti が利益の最大化を目指しているので
あれば、威圧や説得だけでなく、取引の完遂を確約する必要もあ
ります。Conti がこうしたやり取りで時に感情的にも映る断固とし
た姿勢を示す背景には、そうした理由があるようです。

http://www.talosintelligence.com/
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攻撃活動に関する洞察および TTP

Conti の攻撃活動の詳細や戦術、手法、手順（TTP）に関する洞
察もこれらの会話から得られています。Conti は被害者とのコミュ
ニケーション手段として暗号化電子メールサービスである 
ProtonMail を使用します。また、SendSpace、qaz[.]im、
PrivatLab といったさまざまな一時メールおよびファイルストレー
ジサイトを使用していることも被害者との会話から明らかになっ
ています。ファイルホスティングサイトは特に有用で、Conti はそ
れらのサイトを利用して被害者とファイルを共有しています。ある
ケースでは、身代金の支払い後に盗んだデータをすべて破棄した
ことの証拠として、PrivatLab サイトから削除ログをダウンロード
するよう被害者に指示しています。別のケースでは、支払い後に
被害者のファイルを Conti が復号できることを実証するために同
じサイトが使用されています。被害者に暗号化ファイルのサンプ
ルをアップロードさせ、攻撃者が復号したファイルを返すという手
順を同じファイル共有サイトを通じて行っていました。Disk Wipe 
の使用についても言及しています。これはボリュームデータを完全
に破壊するための無料の Windows アプリケーションであり、身
代金を支払ったら、窃取した被害者のファイルを削除すると 
Conti は述べています。

Conti がその他のさまざまな公開ツールを攻撃活動に使用してい
ることも、CTIR の対応業務や一般に公開されている報告書の分
析から判明しています。それらのツールやユーティリティは、初期
アクセス、検出、永続化、ラテラルムーブメント、防御の回避といっ
た攻撃のあらゆる段階に利用されています。Cobalt Strike や 
ADFind などの公開ツールに加えて、Windows オペレーティング
システムに標準搭載されているユーティリティも Conti は活用し
ています。たとえば Windows Management Instrumentation
（WMI）、Windows コマンドライン ユーティリティ「Nltest」、
Remote Desktop Protocol（RDP）などがあります。

侵入経路などのその他の TTP を Conti の攻撃実行犯があいまい
な表現で説明したこともあります。被害者のネットワークに侵入し
たこと、「ネットワークを調べて重大な脆弱性を発見したこと、そ
れを利用してドキュメントにアクセスして盗み出し、ファイルサー
バー、SQL サーバー、サブドメイン、ローカルネットワークを暗号
化したこと」を伝えています。Conti の攻撃者がさまざまな脆弱性
を悪用して初期アクセスやラテラルムーブメントを行っていること
が CTIR の対応業務から判明しています。具体的には、Apache 
Log4j ロギングユーティリティに影響を与える、広く報告されてい
る脆弱性をエクスプロイトしていることが確認されています。また、
脆弱な Microsoft Exchange Server を標的にして WebShell で 
PowerShell を実行し、初期感染ポイントにしていることも CTIR 
の調査結果から確認されています。こうした事実は、パッチ管理

システムを導入してすべてのソフトウェアを適切なセキュリティ更
新プログラムで最新の状態に保つことの重要さを改めて示すもの
となっています。

また、Conti の滞在時間に関する洞察も得られています。ある会
話において攻撃実行犯は、被害者のネットワークに侵入して
「18 日間滞在した」と語っており、その間に「すべてのドキュメ
ントを調査し、ファイルやサービスに対するアクセス権を取得し
た」と述べています。滞在時間、つまり攻撃者が被害者のネッ
トワークにアクセスしていた時間の長さは、インシデント対応業
務で特定するのが難しいことがよくあります。組織のログが不十
分であることや、侵入経路の特定が困難であることも多く、そ
うした場合には攻撃者がアクセスしていた正確な期間の特定が
さらに困難になります。セキュリティ研究者が 2022 年 4 月に
発表した報告書では、Conti が 19 日間にわたって活動したと述
べられています。これは攻撃実行犯の発言とかなり一致してい
ます。

Hive

コミュニケーション戦略

Hive のコミュニケーションスタイルを分析したところ、Conti のス
タイルとは大きく異なることが分かりました。Conti は台本がある
かのようなプロフェッショナルな表現を用いて、多くの場合ほと
んど同じような会話を展開していますが、Hive の攻撃実行犯はは
るかに砕けた表現で、規律もかなり緩いように思われます。会話
の構造はケースによって大きく異なっており、作戦保全に対する
意識が低い攻撃者もいます。

「こんにちは、Hive へようこそ。ご用件をどうぞ」という Hive  
の挨拶は、Conti の自己紹介よりもはるかに短く、単刀直入です。
Hive の攻撃実行犯は、被害者に状況を詳しく説明することなく、
直ちに身代金交渉を開始します。ファイルの復号に必要な金額
を被害者に伝え、コンテキストはほとんど何も示しません。Hive 
がそれらのトピックに関する一般的な項目を示したことがありま
したが、Conti のものよりもはるかに簡素でした。図 2 は、
Hive が被害者に挨拶して身代金の額を伝えた直後のチャットの
例です。

Talos が確認したどの Hive のチャットも概ねこの抜粋のような
口調になっています。やり取りは短く、単刀直入で、被害者ごと
に対応を変えることはありません。支払い後にセキュリティレポー
トを提供すると Hive が述べている事例もいくつか確認されてい
ますが、Talos が分析したコミュニケーションでそのようなレポー
トが提供されたことはありませんでした。
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図 2. Hive ランサムウェア攻撃者と被害者との間で交わされたやり取り
の例

Conti で確認されたマーケティング手法、脅し、威圧といった説
得戦略は、Hive ではほとんど使用されていません。Hive の攻撃
実行犯が説得を試みている場面もいくつか確認されましたが、そ
のやり取りは短く、事実を伝える内容となっています。ほとんど
は Hive 側から仕掛けたものではなく、被害者からの質問に答え
る形で行われています。ランサムウェア攻撃実行犯の最初の連絡
に被害者が応答しなかった場合、すぐに攻撃的になることも確認
されています。あるケースでは、被害者が 14 日間応答しなかっ
たところ、これ以上待つことはできないと述べて、香港の規制当
局である証券先物委員会（SFC）に被害者のデータのコピーを送
信すると脅しました。この攻撃実行犯は、データを送信する 
SFC 委員の個人メールアドレスまで示しています。また、上の抜
粋にもあるように、被害者が応じなければ身代金をすぐに大幅に
増額します。このケースでは、200 万ドルの身代金が 7 日間で最
終的に 1,000 万ドルになります。

身代金交渉

Hive の攻撃実行犯によると、通常の場合、身代金の額は被害者
企業の年間収益の 1% に相当します。Talos の分析でも、これが
概ね事実であることが確認されていますが、約 1.5% とわずかに
高い金額になるケースもありました。Conti と同じように Hive も
身代金の減額に積極的に応じており、最初の金額が底値である
ことはほとんどありません。減額率は被害者によって大きく異なっ

ており、特定のルールや構造に従っているようには見えませんで
した。10%、15%、25% という減額率が確認されており、30% や 
66% になることもありました。身代金の額の変更は、通常、ほ
とんど難色を示すことなくすんなり行われています。ただし前述の
ように、被害者の対応が遅いとその罰として身代金をすぐに大幅
に増額します。被害者に関しては、ヘルスケアなどの特定の業界
に焦点を当てているわけではなく、あらゆる業界を標的にしてい
ることを Hive が認めています。

他のほとんどのランサムウェアグループと同様に、Hive も被害者
とのコミュニケーション手段として The Onion Router（TOR）で
ホストされているチャットポータルを使用しています。Hive が身代
金要求メッセージで提供する TOR URL は同一ですが、ログイン
情報は被害者ごとに異なります。被害者はこのログイン情報を使
用してチャットポータルにログインし、ランサムウェアの攻撃実行
犯とやり取りを行います。

ログインすると被害者のカスタムページが表示されます（図 3）。
チャットダイアログは中央に表示されます。会社のプロフィールが
左側に表示され、組織の名称と概要、会社の Web サイト、収益
額と従業員数が示されます。ページの右側には、支払い期限まで
のカウントダウン、復号ソフトウェアをダウンロードするためのリ
ンク、身代金の額と支払いを行うためのビットコインアドレスが表
示されます。

身代金交渉を支援した被害者側の交渉担当者に Hive の攻撃実
行犯が報酬を与えたケースが 1 例あることが確認されています。
その交渉担当者はやり取りの中で、身代金が支払われたらその 
70% を Hive が受け取り、残りの 30% は自分に渡すよう Hive 
の攻撃実行犯に求めています。Hive の攻撃者は最終的に、支払
いが行われたらその 10% を交渉担当者に渡すことに同意してい
ます。交渉担当者が被害者を代表して交渉に当たっているケース
はいくつか確認されていますが、Hive が交渉担当者と手を結んで
利益を分け合ったのはこのケースだけでした。

これは特殊なケースだったのかもしれませんが、ランサムウェア
攻撃者が何としても支払いを受け取りたいと考えていることが伝
わってきます。被害者側の交渉担当者に見返りを与えていること
や、Hive も Conti も身代金の減額に積極的に応じることから、
被害者に支払わせるためなら妥協もいとわない非常に日和見的
な姿勢が見て取れます。この日和見的な性格は、Hive が特定の
業界を標的にせず、侵害や恐喝が最も簡単に行えそうな組織を
無差別に狙っていると Hive が認めたことによっても裏付けられ
ています。

ランサムウェアグループ「Conti」および「Hive」
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図 3. カスタマイズされた被害者ページ 

Hive と交渉担当者との間でこのようなやり取りが行われたという
ことは、交渉を進めるうえで Hive グループには標準的な手順書
がないという可能性もあります。またこれは、被害者に支払わせ
るために必要なら個々のアフィリエイトが何をしてもよいという、
良い言い方をすれば創造性を発揮できる、悪い言い方をすれば規
律の緩い側面があることも示唆しています。規律が緩いという所
見は、次のセクションで説明している別の考察でも裏付けられて
おり、作戦保全に対する Hive のアフィリエイトの意識の低さが
判明しています。

攻撃活動に関する洞察および TTP

Hive の攻撃実行犯は、攻撃活動のさまざまな要素について驚く
ほど大量の情報を明らかにしています。たとえばランサムウェア
ペイロード、暗号化プロセス、使用しているさまざまなツールや
コミュニケーション プラットフォームなどの詳細を語っています。
ランサムウェアのペイロードは被害者ごとに異なるかカスタマイ
ズしていると述べており、たとえファイルハッシュを使用しても
セキュリティの確保やネットワークの保護には役立たないと説明
しています。ランサムウェアのハッシュを教えてほしいと言われて
快く応じたこともあり、ファイルサンプルに直接リンクしている 
VirusTotal の URL を提供したケースさえあります。

http://www.talosintelligence.com/
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ある例では、メモリから復号キーを回復してファイルを復号する
のは不可能であると述べています。Hive ランサムウェアは、メモ
リ内の復号キーを上書きして回復できないようにしています。

暗号化プロセスに関しては、各ファイルの約 100KB のみを暗号
化していることを明らかにしており、ファイルの最初の 4KB、最
後の 4KB、途中のいくつかのブロックを暗号化していると述べて
います。Hive ランサムウェアは高速に動作すると攻撃実行犯は述
べていますが、それは、この部分的な暗号化によって実現されて
いると思われます。暗号化する必要があるファイルのサイズを事
前に確認していないため、速度と精度の間のバランスを取ること
が必要になります。ファイルの一部のみを素早く暗号化すること
で Hive ランサムウェアはこのバランスを取っています。Hive の開
発者は暗号化スキーマでミスを犯しているため、キーは簡単に回
復することができます。ファイルを部分的にしか暗号化しておらず、
暗号化するすべてのファイルで小さな鍵を再利用しています。暗
号化プロセスの完了後にメモリ内のキーを上書きするので、デバ
イスのメモリを調べてもキーを直接回復することはできないと鼻
高々のようですが、ワンタイムパッドを繰り返し使用するという暗
号における古典的なミスを犯していることに気付くほど賢くはな
かったようです。そのため、暗号化されたコンテンツをビット単
位で比較するだけでキーを回復できます。マルウェアの開発者が
重要な暗号メカニズムに精通していないことがこの種のミスから
分かります。他の多くのランサムウェアグループもこうした大きな
欠陥を抱えている可能性があると Talos では見ています。パ
フォーマンスメトリックとして速度を宣伝しているグループは特に
その可能性が高いと思われます。

Hive の攻撃実行犯によると、暗号化プロセスはランダムなフィー
ルド値を使用して開始され、暗号化が完了したらキーが保存され
ていたメモリ領域を上書きしてキーを回復できないようにしてい
ます。RSA の秘密キーと公開キーはランダムなフィールド値を暗
号化 / 復号するためにのみ使用されており、そのランダムなフィー
ルド値を知っている場合にのみファイルを復号できると述べてい
ます。「ランダムなフィールド」は疑似乱数生成器（PRNG）で生
成したものではないと攻撃者は言っていますが、チャットのコン
テキストからすると、この発言は冗談で言った皮肉のように思わ
れます。PRNG は、ランダムに見える値を作成するために使用さ
れるアルゴリズムです。キーセキュリティや動作モードに関連する
タスクを行う暗号システムでエントロピーを生成するためのシード
としてよく使用されます。また、暗号化には RSA の公開キーを
使用しており、復号には RSA の秘密キーを使用しているとも述
べています。ここで言う暗号化とは、使用している対称キーの暗
号化のことであり、被害者のファイルの暗号化ではないことに注
意する必要があります。つまり Hive は、対称キーを使用してす
べてのファイルを暗号化しており、その対称キーを保護するため

にのみ RSA 非対称公開キー暗号化を使用しています。これは重要
な違いです。

Hive の攻撃者は、生成したキーを再利用してすべてのファイルを暗
号化していることを認めています。そのキーは「適用されるいくつか
の RSA 公開キーを使用してディスクにエクスポートしている」と述
べています（「エクスポートしている」は「書き込んでいる」の意と
思われます）。これは、RSA 公開キー暗号化を使用してディスク上
のキーを暗号化していることを意味しているものと思われます。ファ
イルコンテンツの暗号化ルーチンが完了したら、キーを上書きして
メモリから回復できないようにしています。これは、ファイルコンテ
ンツの暗号化に使用しているキーが対称キーであり、公開キールー
チンを使用して隠していることを示唆しています。アフィリエイトは
さらに、復号ソフトウェアで RSA 秘密キーを使用してエクスポート
したキー（おそらく対称キー）を復号し、このキーを使用してファイ
ルコンテンツを復号していると述べています。対称キーをメモリに
保存していることを意味しているようですが、このキー自体は RSA 
公開キー暗号化を使用して暗号化されています。それが事実であれ
ば、実行時に後で上書きしなかったとしても、キーを回復するのは
困難です。しかし、キーを隠すために攻撃者が暗号化プロセスで何
をしていても重要ではありません。対称キーを再利用していること
がそもそも問題なのです。暗号化されたファイルコンテンツにアク
セスすることさえできれば、暗号化されたファイルをビット単位で比
較することで対称キーを割り出すことができます。別の会話では、
キーファイルは通常「*.key.*」という拡張子（「.key.frg.15」など）
になっており、共有フォルダのルートディレクトリに格納されること
が多いと述べています。

この同じ会話で Hive の攻撃者は、暗号化には AES 暗号ではなく
「バーナム暗号の一種」を使用していると述べています。キーの長
さに制約があることもこれで説明がつきます。特に、単純な換字式
暗号であるバーナム暗号では、メッセージテキストと同じ長さのキー
を用意する必要があります。各ファイルの 100KB しか暗号化しな
いのは、これが理由である可能性があります。

Hive ランサムウェアや暗号化プロセスについてこうした詳細が語ら
れていることから、作戦保全に対する意識が低いことが分かります。

会話の中で Hive の攻撃実行犯は、暗号化に関する情報はこれま
で誰にも教えたことはなかったと述べています。なぜその特定のケー
スで詳細を教えようと思ったのか疑問が残ります。攻撃活動のこう
した側面を自慢していて、この種の情報を教えることの重大さを単
に理解していなかったか、気にしていなかった可能性があります。
ともあれ、こうした情報を開示していることから、規律の緩さや標
準的な手順書の欠如、機密情報の保護に対する意識の低さが見て
取れます。
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「ほとんどすべてのウイルス対策
は本物のハッカーには効果がな
い」。- Hive 攻撃実行犯が被害者
に言った言葉

最近、韓国の国民大学校の研究者が Hive ランサムウェアに感
染したファイルを復号する方法を説明する論文を公開しています
が、これらのチャットはその論文よりも前のものであることに注
意してください。その約 1 か月後に韓国インターネット振興院
（KISA）が回復ツールをリリースしています。3 月に Hive と被害
者との間で交わされたより最近の会話を Talos は入手していま
すが、それによると、更新した暗号化ツールを使用しているらし
く、他の復号ツールは役に立たないことをほのめかしています。
たとえば、最初の接触で被害者に対して「更新した暗号化ツー
ルを使用していることに注意してください。ファイルを復号した
ければ支払う以外に手はありません」と述べるようになっていま
す。一般に公開されている報告書によると、Hive は 3 月上旬に
ランサムウェアを更新して、研究者によって公開された暗号化の
欠陥に対処しています。攻撃者は 3 月下旬にもさらなる更新を
行っており、VMware ESXi Linux 暗号化ツールを Rust プログ
ラミング言語に切り替え、被害者との交渉をセキュリティ研究者
に監視されにくくするための新機能を追加しています。このこと
から、Hive の開発者が依然として積極的に活動しており、セキュ
リティ研究者に何度も痛い目に遭わされ、政府の取り締まりを
受けても活動を続けていくつもりであることが分かります。

こうした暗号化手法に関する詳細だけでなく、攻撃活動に関す
るより一般的な洞察も Hive は提供しています。あるやり取りで
は、検出の回避にはそれほど苦労していないと述べています。
攻撃活動に対するこの自信は他の会話にも現れており、グルー
プの評判、ランサムウェアの暗号化速度、検出の回避スキルを
誇示しています。あるやり取りでは「ほとんどすべてのウイルス
対策は本物のハッカーには効果がない」と述べています。効果
がないと主張してはいるものの、CTIR のデータによると、Hive 
はいくつかの防御回避戦術を使用していることが確認されてい
ます。たとえば、msiexec.exe を悪用して悪意のあるペイロード
の実行を代行させる、シャドウコピーを削除する、Windows イ
ベントログを消去する、ウイルス対策ソフトウェアなどのセキュ
リティツールを変更または無効化するなどして、マルウェア、ツー
ル、アクティビティが検出されないようにしています。

CTIR の調査結果によると、Conti と同様に Hive も、RDP、
PsExec、msiexec、PowerShell といった被害者のオペレーティ
ングシステムに標準装備されているツールやユーティリティと、
Cobalt Strike、AnyDesk といった公開ツールを組み合わせて使
用しています。また、Talos が確認した会話によると、PrivatLab 
や ProtonMail などのさまざまなファイル共有サイトを使用して
被害者とのやり取りを行っています。

一般的なガイダンスと緩和戦略
これらの会話から、Conti と Hive は多くのサイバー犯罪者と同
様に、既知の脆弱性をエクスプロイトするなどしてできる限り手っ
取り早く被害者を侵害しようとする日和見的な攻撃者であること
が分かりました。すべての組織にとって重要なのは、強力なパッ
チ管理システムを導入してあらゆるシステムを最新の状態に保つ
ことです。脆弱性がエクスプロイトされる危険性を緩和するもう 
1 つの方法として、不審なネットワークトラフィックの監視があり
ます。たとえば大量のアクティビティや異常なアクティビティは攻
撃者がスキャンを行っていることを示している可能性があります。
攻撃者は脆弱性スキャンを行ってホスト情報を収集し、エクスプ
ロイトが可能であるかパッチが適用されていないソフトウェアや
アプリケーションを特定することがあります。脆弱性スキャンで
は通常、実行中のソフトウェアとバージョン番号、リスニングポー
トなどのネットワーク アーティファクトが収集されて、弱点が特
定されます。

また、エンドポイントで実行されている不要なサービスやプロト
コルの削除といった一般的なシステム強化策も実施する必要が
あります。検出やエクスプロイトのリスクを防ぐために、不要な
ポートやサービスは閉じるようにしてください。また、システム、
ネットワーク、セキュリティデバイスなどのデバイスを強化して、
攻撃が成功しにくい態勢を整えることも検討する必要がありま
す。たとえば、許可リストやブロックリストにアプリケーションを
積極的に追加して、システムで動作するプログラムを制御します。

また、ダーク Web のサイバー犯罪フォーラムで販売されている
ログイン情報や、他のデータ侵害で漏洩したログイン情報を攻
撃者が使用できないようにするポリシーを導入することも不可欠
です。従業員に多要素認証（MFA）の使用を義務付けて高度な
セキュリティを確保し、漏洩または窃取されたログイン情報を使
用してシステムやリソースにアクセスできないようにする必要があ
ります。長くて複雑なパスワードを作成し、MFA を有効にするこ
とで、盗まれたログイン情報やデフォルトの有効なログイン情報
を攻撃者に使用されるのを防止できます。可能であれば、管理
者権限を持つすべてのユーザーに MFA を義務付けます。また、
環境内で使用されているアプリケーションに外部からログインし
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たりリモートアクセスを行ったりする場合にも MFA を義務付け
ます。MFA は、リモートベースの侵害を防ぐための最も効果的
な方法です。すべてのユーザーに 2 つ目の形式の認証を要求す
ることで、侵害されたアカウントへのアクセスを阻止できます。

有効なアカウントが侵害または悪用された場合は、パスワード
の完全リセットを行います。特に、ドメインのすべての特権アカ
ウントについてパスワードをリセットします。MFA が導入されて
いないことは、企業のセキュリティにとって依然として最大の障
害の 1 つです。ランサムウェアインシデントやフィッシングイン
シデントの多くは、仮想プライベートネットワーク（VPN）やエ
ンドポイント検出対応（EDR）ソリューションなどの重要なサー
ビスで MFA が適切に有効化されていれば防げたはずです。
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