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東京湾海難防止協会 地域連絡会

1972年慶應義塾大学法学部卒、ロイズ保険在日エージェント入社、海上保険担当。
79年～81年英国留学。ロイズで誘拐身代金保険、政治リスク保険、Control Risks社で

創業者から誘拐事件対応手法を学ぶ。
1981年～1990年、Control Risks 社在日エージェントとなり、日本初の危機管理コンサ

ルタントとして、危機管理思想の啓蒙活動開始。
1991年～2007年、Control Risks社取締役 兼 初代日本支社長。海外での誘拐・テロ・

恐喝など多数の事件への対応を行うとともに、官民組織の危機管理体制構築を支援。
この間、外務省の委嘱を受け、世界40ヶ国50都市で在留邦人の安全指導を行うととも

に、国交省海上セキュリティー委員として海賊対策にも携わる。
2008年、株式会社亀屋を設立、独自の危機管理コンサルティング活動を開始。社名は

山崎家が幕末まで博多で営んでいた呉服商の屋号を継承。
2009年～2012 年、ソマリア海賊対策に従事。EU海軍及び日本船主有志の支援で、ソ

マリア周辺危険海域での実態調査を 3 度実施、調査研究結果は国土交通省、日本船
主協会、日本船長協会等に提供。
現在は、コンサルティング活動の傍ら、執筆と講演活動を精力的に行うとともに、早稲

田大学､同志社大学、業界団体等で後進の指導と育成に努めている。
著書：

「誘拐・ﾊｲｼﾞｬｯｸ・企業恐喝」(ｸﾗｯﾀｰﾊﾞｯｸ著) 警察庁と共訳 読売新聞社
「ソマリアの海で日本は沈没する」KKベストセラーズ
｢船長実務講座：本船上の海賊対策」日本船長協会
「ゴルゴ１３×外務省」監修 など

山崎 正晴 略歴
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Kameya Limited

 株式会社 亀屋（Kameya Limited）は、 2008年東京に設立された危機管理コンサルティング会社
です。

 創業社長の山崎正晴は、危機管理ビジネスの草創期に英国に学び、以来30余年にわたり、英国
コントロールリスク社の日本代表として、数多くの企業や政府機関に対し、海外での誘拐・テロ・政
治リスク対策を中心としたコンサルティングを行ってきました。

 亀屋は、山崎の持つ豊富な事件対応経験を基に、世界トップレベルのスキルを持つ各国のパート
ナーと連携し、リスク管理組織の構築から有事対応まで、危機管理の全てのステージでお客様を
サポートしています。

 社名の「亀屋」は、山崎家が天正15年(1587年)から明治まで博多で営んでいた呉服商の屋号を継
承したものです。

サービスの種類 ご利用例

1. インフラ構築 企業の危機管理基本方針策定、組織構築、対策手順策定、訓練

2. 教育訓練 企業トップ研修、海外拠点長研修、危機管理担当者養成

3. 状況認識支援 国・地域情勢分析、組織のリスク洗い出し、定期監査、個別調査

4. 予防対策 セキュリティー体制強化支援、セキュリティー管理者派遣

5. 有事対応準備 危機管理計画策定、緊急避難計画策定、有事対応模擬訓練

6. 有事対応支援 誘拐、脅迫、社内不祥事等発生時の対応支援

お問い合わせ先

株式会社 亀屋
代表取締役社長 山崎正晴
東京都千代田一番町11-1
麹町永谷マンション708
Tel: 03-3261-3731
Fax: 03-3261-3732
Mobile: 090-9688-6637
jun.yamazaki@kameya-limited.com

練習問題 Part 1
2020年7月24日(金)の朝6時30分頃、ハロイン海運（あなたの会社）横浜
支店に、「URGENT MESSAGE」というタイトルで以下の内容のメールが
入った。

自分たちは国際ハッカー集団「Panda」で、ハロイン海運所属のすべての
船舶の電子航行補助装置へのハッキングに成功した。今から３時間以内
に１００万米ドル相当の仮想通貨を、追って指定する口座に送れ。もし、
1分でも遅れたら、今日から10日以内に横浜港に入港するハロイン海運所
属の船舶に攻撃を加えて衝突させる。

ハロイン海運の危機管理担当責任者であるあなたは、この事態にどのよ
うに対応するか？なお、今日からの10日間に、オリンピック客を乗せた
ハロイン海運所属の大型クルーズ船2隻が横浜に入港予定となっている。
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練習問題 Part 2
直ちに、神奈川県警と海上保安庁に通報したところ、ハロイン海運以外
の、海運会社２社にも同内容のメールが入っていたことが判明した。

また、兵庫県警から神奈川県警に入った連絡によると、神戸港に10日以
内に入港予定のクルーズ船の所属企業にも同内容のメールが入ったとの
こと。

ハロイン海運の危機管理担当責任者であるあなたは、この事態にどのよ
うに対応するか？

船舶操縦支援システムへのサイバー攻撃のリスク
米国ニュージャージー州立ラトガース大学CCICADA研究センターは、以下のような

を警告している。

• ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) – 
• AIS (Automatic Identification System) – 
• Radar/ARPA (Radio Direction and Ranging) (Automatic Radar Plotting Aid) – 
• Compass (Gyro, Fluxgate, GPS and others) – 
• Steering (Computerized Automatic Steering System) – 
• VDR (Voyage Data Recorder –”Black Box”) – 
• GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) – 

• Numerous other advanced units and systems 

 ECDISシステムに不正侵入したハッカーは、その中のファイルの入れ替え、書き換え、削除など
を自由に行うことが出来るだけでなく、ECDISにつながるすべてのシステムを自由に操ることが
できる。システムへの侵入はUSBスティックの挿入だけで出来てしまう。

 AIS システムに侵入したハッカーは、船舶情報の改ざん（船舶の位置、航路、船荷、船籍、航行
速度、船名等）、ブイや灯台などの航路標識の作成及び改ざん、AISシステムの停止、ニセ救難
信号の発信、自船と目標との距離を示す「CPA」警報改ざん（船舶を衝突させることが出来る）な
どが可能となる。
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サイバー攻撃
ポイント

高度な操船技術が求められる
東京湾内の航行
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海にこぎ出す穴だらけの船舶 IoT システム、航路
変換も可能

企業ではすでに大部分が解決されているセキュリティ問題が、海事環境では現在も残って
おり、船舶はハッキング・トラッキングあるいはそれ以上の脆弱性にさらされたままだという。

2019年6月に開かれたロンドンのInfosec会議で、「Pen Test Partners (PTP）」社のKen 
MunroとIian Lewisによるデモは、海運業を中断させ、混乱させる複数の方法を説明した。
彼らは「貧弱なモノのインターネット キットを思い起させる、弱いデフォルトパスワード、ソフ
トウェア自動アップデート適用の失敗、暗号化の欠如などは、船舶の運航に対するさまざ
まな攻撃を可能にしています」と会場に呼びかけた。

2019年6月13日、ホルムズ海峡で日本船社所有タン
カー「KOKUKA COURAGEOUS」が襲撃を受ける

 2019年6月13日（現地時間）朝、ホルムズ海峡付近で、日本の国華産業所有のタンカー「KOKUKA 
COURAGEOUS (19,349 GRT)」とノルウェーのフロントライン社所有のタンカー「FRONT ALTAIR」がリ
ムペットマイン（吸着型水雷）もしくは飛来物によると思われる攻撃を受け、両船で火災が発生したが、
海に飛び込んだ乗組員は全員救助され無事だった。

 アメリカとイランの軍関係者は攻撃後各船から乗組員を救助するなどの対応を行った。
 この攻撃事件は、

した。

 2019年6月23日付のCNNは、米国の情報当局者
の話として、同年6月13日にホルムズ海峡付近
で発生した日本とノルウェーのタンカー攻撃
事件で、タンカーの追跡にイラン革命防衛隊
とつながりを持つスパイ組織のコンピュータ
ソフトが使われていたことが判明したため、
米国サイバー軍司令部（USSC）は、そのソフ
トに対して報復攻撃を行ったと伝えている。
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2019年7月19日、ホルムズ海峡で英国籍のタンカー
「STENA IMPERO」がイラン官憲に拿捕

 ２０１９年７月１９日、ホルムズ海峡を航行中の英国籍タンカー「 」が、イラン官憲によ
り海洋法違反の容疑で拿捕された。イラン側の情報によると、イラン革命防衛隊の隊員が本船にヘ
リコプター降下し、支配権を奪った上で、２３名の乗組員全員を拘束した。

 拿捕から２週間前の７月４日、英国海兵隊が、2千百万バーレルの原油を積んでジブラルタル沖を航
行中のイラン船籍のスーパータンカー「 」を、EUが経済制裁を科しているシリアの
アサド政権に対する密売容疑で拿捕していた。

 イラン政府は、英国籍タンカーの拿捕は、ジブラルタルでのイラン籍タンカー拿捕への報復ではない
と主張している。

 8月15日、英国政府、イラン政府発行の制裁遵守
誓約書と引き替えに、拿捕していたイラン籍タ
ンカーを解放。

 9月27日、イラン政府「STENA IMPERO」を解放。

2019年7月19日、ホルムズ海峡での英国タンカー「STENA 
IMPERO」拿捕は、イランによるサイバー攻撃の疑い濃厚

２０１９年７月１９日、ホルムズ海峡を航行中の英国籍タンカー「STENA IMPERO」が、イラン官
憲により海洋法違反の容疑で拿捕された事案に関し、ロイズリストの情報アナリストRosie 
Boyleは、本件において、

とし、以下のようにコメントしている：

 拿捕される直前の本船のAIS記録を見ると、本船の実際の航路及び速度とは全く異なる
データを示している。これは、 と思われ
る。

 この点について、
している。

 GPSに異常な狂いが生じたため、本船は（イラン領海への侵入をさけるため）AIS のスイッ
チを切った。

 このことについて、イラン側は、

 それに対して「STENA IMPERO」の船長は、「 」と完全に否定。
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頻発する米艦艇事故の背景にサイバーテロの疑い

 2017年中に日本近海で、米国海軍艦艇の事故が立て続けに発生している。

2017年1月31日・・横須賀を母港とするイージス巡洋艦アンティータムが横須賀沖で座礁して、ス
クリューを破損、自力航行不能に陥ると共に大量の重油を流出。

2017年5月9日・・・北朝鮮の動きに備えるため日本海に展開していたイージス巡洋艦レーク・シャ
ンプレインが韓国の小型漁船と衝突。

2017年6月17日・・イージス駆逐艦フィッツジェラルドが伊豆半島沖で、フィリピン籍のコンテナ船と
            衝突大破して乗組員7人を失った。

2017年8月21日・・南シナ海でのFONOP（公海航行自由原則維持
のための作戦）でシンガポールに向かっていた
イージス駆逐艦ジョン S.マッケインがタンカーと
衝突大破して乗組員10人を失った。

 東アジア海域で立て続けに事故が起きたことで、米海軍内で
は、 ？という声
が上がっている。

本船と陸上施設を狙う
サイバー攻撃
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2019年 米国籍コンテナ船にサイバー攻撃
 2019年7月、米国沿岸警備隊が、同年2月に発生した船舶に対する「Emotet malware」によるサイ

バー攻撃の詳細を発表した。
 「Emotet」は、政府機関や企業のネットワークに侵入し、情報を窃取し拡散する、「最も深刻な被害を

もたらす malware」 のひとつとして恐れられている。1回の攻撃当たりの修復費用は平均1千万米ド
ルといわれている。

 2019年2月、ニューヨーク管区沿岸警備隊は、ニューヨークに向けて航行中の米国籍の大型コンテナ
船から、本船のコンピュータシステムがウイルス感染により機能を停止し、本船内でも、所属船社の
システム管理部門でも対処不能との通報を受けた。

 管区責任者は、もし、この感染が港湾ネットワークに拡散し、港湾機能停止の事態となれば、損害は
計り知れないものになると判断、直ちに専門家チームを本船に派遣した。

 チェックの結果、本船システムはEmotetに感染しており、その原因は本船上の感染防止策の欠如
であることが判明。システムへのログインは乗組員なら誰でも可能となっており、外付けハードドライ
ブやメモリーが頻繁に接続され、システムにはウイルス対策ソフトが未設定だった。

 本船は、パキスタン、インド、オマーンに寄港しており、それらの港では慣習として、貨物の詳細、航
路、人員、燃料などの情報が入ったメモリースティックが現地の代理店や業者と交換されており、そ
れらが本船システムに直接接続されていた。

2018年 続発するランサムウエア攻撃

 ２０１８年７月２４日、 がラ
ンサムウエアの攻撃に遭い、Ｅメールとネットワーク電話が機能障害を起こした。

 攻撃発覚後、同社は直ちに外部との接続を遮断したが、影響は同社の米国全土、カ
ナダ、パナマ、アルゼンチン、ブラジル、ペルー、チリ、ウルグアイのオペレーションに
まで及んだ。

 同社の説明では、幸運なことに、船舶の運航には影響が出なかった。
 ＣＯＳＣＯの被害から約２カ月後の９月２０日、 が同種のサイ

バー攻撃に遭ったが、幸いに影響は内部システムの機能不全だけにとどまった。
 その５日後の９月２５日、今度は のＩＴシステムがサイバー攻撃を受

け、港湾内のオペレーションに支障を来した。
 １０月末には、オーストラリア、米国、オマーンなどの海軍を顧客に持つ

のデータ管理システムがランサムウエアの攻撃に遭い、
窃取されたデータと引き替えに高額の身代金を要求された。
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2018年 6月、FBI 国際送金詐欺グループを摘発

 2018年6月11日、米司法省と連邦捜査局（FBI）は、企業や個人をだまして偽口座に現金を
送金させる「 」の集中的な摘発を行い、米国、ナイジェリア、カナ
ダ、モーリシャス、ポーランドで計74人を逮捕したと発表。

 BECの手口は、犯人が企業の幹部や取引先になりすましたり、 した
りするなど、さまざまな手口で会計担当者や取引先への送金担当者などをだまし、取引先
等への送金と思わせて、犯罪集団が管理する口座に現金を振り込ませる。（注）

 FBIのインターネット犯罪苦情センター（IC3）がBECに関する統計を取り始めて以来、
という。

が、送金
依頼を受けた日本企業の担当者が詐欺に気
付いたことで被害を免れた。

（注）このようなだましの手口は「ソーシャルエン
ジニアリング」と呼ばれている。

2017年、AP モラー・マースク深刻なサイバー被害
 2017年6月27日、世界最大のコンテナ船会社 AP モラー・マースクのコペンハーゲン本社の

コンピュータシステムが、「NotPetya」と呼ばれるマルウェアに感染し、同社の全世界のコン
ピュータネットワークがオフラインとなり、顧客との通信が完全に遮断された。

 感染源は、同社が使っていた、ウクライナの会計会社のソフトのアップデートファイルだった。
 そのような状況下で、CEO主導での全社一丸となった復旧作業の結果：
 オンライン予約システムは8日後に回復。
 4,000台のサーバー、 45,000台のPC端末、2,500の専用アプリの再構築は10日間で完了。
 事件発生から4週間後、すべてのIT システムが平常機能に復帰。
 同社の発表によれば：
 サイバー攻撃対応の直接コスト・・・・・・・US$350 Million （約350億円）
 ビジネスに及ぼした損失額・・・・・・・・・・・US$  10 Billion (約1兆円)
 しかし、徹底した情報公開と迅速な対応が評価されて、同社のBrand Value（企業価値）は、

被害以前と比べて４３％アップした。
 NotPetya はロシア軍がウクライナのビジネス撹乱のために開発したものだが、それが拡散

し世界中で大きな被害をもたらしている。
 企業、組織がいかにセキュリティを強固にしても、対マルウェアの脆弱性は必ず存在する。
 感染防止策と同時に、感染後の 及び復旧計画を策定しておくことが不可欠だ。
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船内システムへのウイルス感染経路

船員個人用メモリー類

サイバー攻撃の数
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サイバー攻撃の件数
国立研究開発法人「情報通信研究機構(NICT)」のダークネット観測網（約30万IPア
ドレス）において2019年に観測されたサイバー攻撃関連通信は、合計3,279億パケッ
トに上り、1 IPアドレス当たり約120万パケットが1年間に届いた計算になる。

サイバー攻撃対象
 2019年にNICTER

で観測した主な攻
撃対象（宛先ポー
ト番号）トップ10。

 円グラフの青色の
部分がWebカメラ
やモバイルルータ
などのIoT機器に関
連したサイバー攻
撃関連通信。

 単純に合計すると
半数弱がIoT機器を
ターゲットにした
パケットだった。
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サイバー攻撃の件数
図2は、1 IPアドレス当たりの年間総観測パケット数の比較。2019年は2018年と比べ
て約1.5倍の増加。2015年から2016年の約2.2倍に比べると増加率は低下しているも
のの、サイバー攻撃関連通信は年々増加している。

サイバー攻撃の被害者
日本でも10秒に1人の割合でサイバー攻撃の被害者
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毎日大量に送られる海運関連詐欺メール

東京オリンピック関連詐欺メール
 2018年9月、日本と米国在住の日本人17万4千人に、「東京オリンピック・パラリンピックの無料チ

ケットを提供する」などのうたい文句で、パスワードなど個人情報を詐取する不正なメールが送り
付けられ、その内約1万人が騙されて個人情報を送っていた。

 これは、スピアーフィッシングという手口
で、本格攻撃に備えて、欺しの手口で、
攻撃に利用する実在の個人情報を集め
る手法だ。

 今回のものが中国政府系ハッカーグ
ループによる犯行であることはすでに分
かっている。

 中国政府系ハッカーグループの目的は、
オリンピックの妨害で、今後大規模なサ
イバー攻撃を仕掛けてくることが懸念さ
れる。
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サイバーセキュリティー
対策実施状況

2018年海上勤務者意識調査結果
「KNect３６５」が6千人の海上勤務者を対象に2018年に行った意識調査結

と回答
と回答

 ４７％が自分が乗っていた船が、何らかのサイ
バー攻撃に遭ったことがあると回答。

。

• 60% want technology and digital training on board
• 65% want equipment refresher training
• 55% want leadership and management training
• 32% want foreign language skills training
• 20% want cyber security training。
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Fairplay, BIMCO, ABS が合同で実施した、世界の海運会
社のサイバーセキュリティー意識調査結果。各国の海運
会社237社の350人が回答。

実施している予防対策
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業界ガイドラインの利用度

被害発生時のBCP セキュリティー体制検証方法
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サイバー攻撃被害経験

被害のエリアと種類
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被害発生を誰に通知したか

実施している予防対策
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昔追いはぎ今サイバー
 2019年5月19日、IBMセキュリティーは、米国の成人2,201人を対象にオンラインで行わ

れた「サイバーセキュリティー意識調査」の結果を発表した。
 調査結果によると、最も攻撃を受けた業種として「運輸業界」が2017年の10位から2位に

浮上、確認された攻撃の13％が集中した。また2018年1月以降、運輸・旅行業界から流
出あるいは漏洩したデータは、5億6,600万件にのぼっている。また、旅行者が旅行中に
直面するリスクにまだ気づいていないこ とが明らかになったとしている。

 調査結果によると、旅行中に「サイバー犯罪の対象になる可能性が高い」と回答したの
は全体の40％にとどまる一方で、全体の70％が出先で危険性の高い行動をとっている
ことが判明した。

 ビジネス旅行者の42％が毎回またはかなり頻繁に公共のWi-Fiに接続しており、同じく
40％が公共のUSBステーションを使用 してデバイスを充電し、39％がデバイスの自動接
続を有効にしている。

 旅行者はパスポート、支払い情報、詳細な旅程など、旅行中にデータの宝庫を持ち歩い
ている。これらの情報をすべて合わ せることで、サイバー犯罪者は旅行者の生活の全
体像が分かり、なりすまし犯罪の情報提供、スピア・フィッシング攻撃の開始、あるいは
ダークWebでの販売に利用される」と述べている。

高まる出張者のサイバーリスク

サイバーセキュリティー対策必須１０項目

① サイバーリスクの存在とその怖さを認めよう
② サイバーセキュリティー方針とルールを定めよう
③ IoT機器のパスワードを変更し、最新のウイルス対策ソフトを導入しよう
④ 陸上、海上、国籍、雇用形態を問わず、役員・社員全員に、例外なしにサイバー

セキュリティー訓練を施し、適宜アップデートする
⑤ 代理店、ベンダー、フォワーダー、取引先など本船を取り巻く人々との間で、セ

キュリティールールと手順を一体化しよう
⑥ 社内・船内のコミュニケーションを図り、失敗しても「すぐに報告すれば許される」

文化を定着させよう。
⑦ 万一、被害が発生した場合の、事業継続計画（BCP）を策定して、時々実行訓練

をしておこう。
⑧ ITに過度に依存しない操船と業務処理能力を維持しよう
⑨ 少なくとも年1回のセキュリティー管理体制の外部監査を実施
⑩ 個人レベルのサイバーセキュリティー対策（特に役員）もお忘れなく
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参考：サイバーセキュリティーに関するIMOの動向

 2017年6月の第98回海上安全委員会（MSC）で、 “サイバーリスクマネジメントを安全
管理システムに統合するための ガイドライン” (非強制) (Res. MSC.428(98)) が決
議された。要旨以下の通り：

① 「安全管理システム」は、ISMコード（International Safety Management Code）の目的
及び機能要件に従 い、「サイバーリスクマネジメント」を考慮（address）すること。

、最初に行われる会社の適合証書 にかかる年次検査までに、
安全管理システムの中で、サイバーリスクを取り扱うこと。 （ ）

③ 「船級協会を含めたすべての 関係者が現在のサイバーの脅威及び脆弱性から海
運を守る活動を促進すべき」と明記さ れている。

 現在、より厳しいガイドラインが議論されており、近い将来「サイバーセキュリティー認
証」の取得が義務化され、それが「堪航性（Sea Worthiness）」要件のひとつとなること
はほぼ確実と思われる。

• 本資料に関する一切の権利は山崎正晴に属します。

• 本資料の無断でのコピー並びに本資料に基づく出版・講演等を禁じます。

• 亀屋のサービスご利用に関するお問い合わせは、下記宛にお願いいたします。

〒102-0082 東京都千代田区一番町11-1

麹町永谷マンション708

株式会社 亀屋

代表取締役 山崎 正晴

TEL:03-3261-3731  FAX: 03-3261-3732

Mobile: 090-9688-6637

E-MAIL: jun.yamazaki@kameya-limited.com

ご清聴
ありがとう
ございました。
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