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４ 資料
資料１ 普及啓発・人材育成推進方策検討ワーキンググループ第１１回会合
議事要旨（案）
資料２ 情報セキュリティ国際キャンペーンについて
資料３ 平成２５年度国際キャンペーン及び情報セキュリティ月間における取組予定
事項について
資料４ 統一メッセージ、ロゴマーク及び「サイバー衛生の日」（仮称）
資料５ 「情報セキュリティ普及・啓発プログラム」今後の方向性ヒアリング結果
資料６ 次回の開催日程予定
参考
普及啓発・人材育成推進方策検討ワーキンググループ委員名簿
５ 議事概要
（１）情報セキュリティ国際キャンペーンについて
事務局より資料２に沿って説明。その後、委員による意見交換が行われた。
委員等からは以下のような意見が述べられた。
【国際キャンペーンについて】
○ メルマガやＳＮＳ等に載せるべき文章の宣伝文のようなものは提供していた
だけるのか。また、当社は海外にも子会社があり、韓国や中国のＨＰでも使用
できるバナーなどを提供していただけるのか。
○ ＮＩＳＣのＨＰの中に「国民を守る情報セキュリティサイト」があり、そこ
に国際キャンペーン専用のサイトを設けている。このサイトに、意識啓発の教
材やキャンペーン関連行事の情報などを随時更新して、掲載していく予定であ
る。また、バナーについても、上記のサイトへ貼付していく予定である。
○ 日本語以外のｗｅｂサイトやバナーは準備していただけるのか。
○ 中国語や韓国語への対応は難しいと思う。英語には対応する。
○ 情報が更新されたら、どのように活用できるか検討したい。
（２）情報セキュリティ月間イベント登録状況について
事務局より資料３に沿って説明。その後、委員による意見交換が行われた。
委員等からは以下のような意見が述べられた。
【月間イベント登録状況について】
○ ＩＰＡの活動について、国際関係のＨＰを閲覧する読者は、どのような人を
対象としているのか。
○ 英文で各団体が出しているものをまとめており、海外に滞在している方が
閲覧しても日本の情報セキュリティに関するコンテンツが集約されているた
め、参考になるのではないかと考える。
（３）統一感のある普及・啓発活動について
事務局より資料４に沿って説明。その後、委員による意見交換が行われた。
委員等からは以下のような意見が述べられた。
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【統一感のある普及・啓発活動について】
○ 重点テーマについて、資料４ではスマホとスマフォが混在しているので、統
一する必要がある。
○ 重点テーマにキャッチフレーズをリンクさせるのは展開が難しいのではない
か。キャッチフレーズは従来どおり「知る」、「守る」、「続ける」を発信し、
重点テーマについてもキャッチフレーズをひもづけすることなく、従来どおり
発信したほうがよい。
○ 「知る」、「守る」、「続ける」のキャッチフレーズについて、特に補足は
必要ないのではないか。「守る」には相手から身を守る以外にもルールを守る
というような意味もあるので、補足がない方がいろいろな解釈ができるのでよ
いのではないか。
○ 資料２ページ目の個人向け及び組織向けの重点テーマ②について、違和感が
ある。個人向けのテーマは具体性がなく、何が大丈夫なのかわからない。重点
テーマはできるだけわかりやすく、ストレートに伝わるものにしなければなら
ない。また、組織向けのテーマはこのようにはっきり肯定してよいのか。両テ
ーマとも、もう一工夫が必要である。
○ キャッチフレーズは「振る舞い」や「心構え」を示しており、重点メッセー
ジは「～について注目しよう」や「～ついて気をつけよう」など対策の領域で
あり、それぞれ階層が違うものなので、お互いをひもづけすることは不要であ
ると考える。
○ 「サイバー衛生の日」（仮称）について、実社会の衛生にからめた啓発とい
うのはできないだろうか。ウイルスを衛生や疫学という観点から「サイバー衛
生の日」（仮称）としてとりあげるのもおもしろいのではないか。
○ キャッチフレーズや重点テーマというのは少人数で考えてもなかなかすぐに
よいものが思いつかないので、今年度広く公募し、間に合わなければ来年度か
ら実施してはいかがか。
「サイバー衛生の日」（仮称）について、２月２日とすると、情報セキュリ
ティ月間の前にあった「情報セキュリティの日」と同日になってしまうため、
整理が必要である。また、「情報セキュリティの日」についてはまだＮＩＳＣ
のｗｅｂページ上に掲載されており、それを置き換えたり改名したりするため
の対外的な説明が必要である。
○ 前半のキャッチフレーズや重点テーマについては、できれば今年度も同様に
発信したいため、公募ではなく、今年中に決定したい。また、後半の意見につ
いてはごもっともであり、月間から「日」と急に変わるのはそれなりの理由や
説明及び根拠が必要である。
○ 「サイバー衛生の日」（仮称）は「情報セキュリティの日」に戻し、情報セ
キュリティ月間とあわせて実施した方がよいのではないか。いろいろな名称が
あると一般国民にもわかりづらいし、「情報セキュリティ」という言葉も設置
当初よりは市民権を得たのではと考える。「情報セキュリティの日」とし、そ
の日に「サイバー衛生の日」（仮称）の趣旨と合致する取組を実施すればよい
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のではないか。
○ ２月の情報セキュリティ月間について、子供たちは受験シーズンであり、企
業としても年度末の慌ただしい中、
なかなか対応してもらえないのではないか。
仮に６月へ移行できると仮定した場合、日本は４月が年度初めであり、学生は
入学に合わせ携帯電話を新規購入したり、社会人も入社したりするので、セキ
ュリティを見直すというメッセージを伝えるにはジャストタイミングではない
か。もちろん２月で実施してきたものを急に６月に変更するのは大変だという
ことは十分承知しているが、サイバーセキュリティ戦略が策定された６月１０
日は大事にしていきたいと思う。
○ 統一メッセージのキャッチフレーズについて、２５年度も引き続きこのフレ
ーズで発信していきたいと考えている。
ロゴマークについては、２５年度からの初めての取組であり、積極的に使用
していきたいと思っているが、可能であればＷＧの皆様におかれても何らかの
形で使用していただきたいと考えている。決め方としても他に公募という手段
もあるが、公募の場合は時間の問題で今年度の２月には間に合わないため、ロ
ゴマークの決定した旨の発表にとどまるのでないか。
「サイバー衛生の日」（仮称）については、２月の月間での設定は難しい部
分も確かにある。６月も検討はしたが、情報通信月間であり、また国際キャン
ペーンが開催する１０月は情報化月間である。両月間ともセキュリティは入っ
ていないため６月又は１０月に設定するのはどうかと思う。
２月に実施する情報セキュリティ月間は、少しずつではあるが浸透してきてい
るため、その月間に合わせ「サイバー衛生の日」（仮称）を設定することとし
たい。また名称については、「情報セキュリティの日」がなくなったわけでも
ないので、⑤として「情報セキュリティの日」を候補の１つに入れ、検討する
ことしたい。
○ 「サイバー衛生の日」（仮称）について、事務局案をみるとサイバーという
言葉が①、②、④と使用されているが、どのような思い入れがあるのか。
○ 特に思い入れはない。まず、新しい戦略が「サイバーセキュリティ戦略」と
なったこと及び一般的にサイバーという言葉も浸透してきたため、このような
ネーミング例をあげた。サイバー衛生ということで予防的観点という思い入れ
はあるが、サイバーにこだわっているわけではない。
○ 重点テーマについては、日本語の表現が難しい。テーマの内容が十分伝わる
ものにしなければならない。また、キャッチフレーズについてはこれで統一し
ていきたい。
（４）
「情報セキュリティ普及・啓発プログラム」今後の方向性ヒアリング結果に
ついて
事務局より資料５に沿って説明。その後、委員による意見交換が行われた。
委員等からは以下のような意見が述べられた。
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【資料に関して気付きの点等】
○ グリー㈱において、８月の上旬、リスト型攻撃に遭い、４万人近い個人情報
が流出した。ここで伝えたいメッセージとして「パスワードの使い回しはやめ
よう」ということであるが、グリー㈱から発信すると責任逃れと言われかねな
い。今後、このような事件があった場合はＮＩＳＣからメッセージを出しても
らえるとよい。
○ ヤフー㈱においても４月、不正アクセスによりＩＤが流出した。対策として
は２つ必要であり、１つはサイバー攻撃そのものに対して、もう１つはその攻
撃からユーザの対処が必要となってくるものであり、本ワーキンググループの
対象となるのは後者ではないかと考える。対策としては、ＩＴがわからない人
に基本的な情報セキュリティの啓蒙の他、具体的な方法を教える必要がある。
やはり、具体的な方法を伝えないと結果的に何もしてくれないということにな
ってしまう。 また、パスワードを変更するとか使い回しをしないという以上
に、実際に自分が攻撃を受けていることをどうやって知るかということが必要
である。不正にログインされ、自分の知らないうちに裏で操作されていること
もあるので、ログイン履歴を確認するなど、他人が勝手に操作しているのでは
ないかを認識することが重要である。
○ パスワードの使い回しについて、多くの人は多数のパスワードは覚えきれな
いので、同じパスワードを使用している。やはり具体的に自分の身を守る方法
を示すことが重要である。例えば利用しているサービス分のパスワードをそれ
ぞれ紙に書いて鍵のかかる引き出しに閉まっておいてもよいのではないか。こ
のような簡単な具体例を示すことが必要である。
○ 必ずしも今回できなくてもよいが、課題のマッピングがこの資料においてさ
れていない。ヒアリングした内容が構造化されていないため、リスト化した資
料から何を選んだらよいかがわからない。
また、全体にかかるゴールではなくともよいが、何かしらのゴールを決めてお
いた方がよいのではないか。例えば指標を用いて参加人数が前年度比１０％を
目指すなどが考えられる。
○ 今後３年間の方向性として、重要なことがきちんと盛り込まれており、物事
を実施するに当たり、国民・消費者と企業・団体のお互いが共同するという考
えも入っている。品質であるという考えが今後の日本の競争力や価値に繋がる
と思う。
○ 今後の普及啓発活動での提案として、国会が始まる前の早朝に議員を集め、
セキュリティセミナーを実施し、報道の取材にも入っていただき、活発に意見
交換をしている場面を取り上げてもらい、国のトップが学ぶ時代になったとア
ピールしてはどうか。また、その際使用した汎用性のあるセキュリティテキス
トをＮＩＳＣホームページにアップし、企業においてもセミナーを開催する際
に使用してもらってはどうか。
○ 目標の設定について、なかなか情報セキュリティは効果測定ができない分野
ではあるが、ベンダーの協力によりウイルス感染率を出すことはできないだろ
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うか。何年か後に数字が下がっているのが確認できれば可視化できてよいので
はないか。
○ 学生を対象にセキュリティの講義を実施したところ、毎日スマートフォンを
用いて様々な情報にアクセスしており、それをただ危険だといっても実感がわ
かないし、注意しても何に注意したらよいかがわからないことを言われた。
講義の中で、実際に学生がよく利用するＬＩＮＥに関連するアプリをダウンロ
ードし、位置情報の漏えいを見せると、その時に初めて危険だとわかり、もっ
と早くこのようなことが知りたかったと言われた。
普及啓蒙活動のターゲットを絞るのではなく、第一段として、具体的に何を
実施したらよいかを伝え、その具体的な方法を教える人を育てるということが
重要であると実感した。
○ 活動全体として、ターゲットは絞らなくてもよいのではないか。戦略を立て
る場合はターゲットを絞らないと立てにくいので、いくつかターゲットを考え
ながら展開をしていくとわかりやすいのではないか。
○ 今年度に入り、小学校、中学校、高校、教育委員会等へ講義に行くとＬＩＮ
Ｅという個別のサービスについて説明してほしいと言われる。ＮＩＳＣとして
はＬＩＮＥのような固有名詞を使い、具体的に何かを発信するのは難しいだろ
う。しかし、自分の使用しているアプリやソフトについて教えて欲しいのが現
実である。
子供へのセキュリティ教育についても、初等中等教育のプログラムを作成し、
方向性を示していくというのもこのワーキンググループの立場上、よいポジシ
ョンではないか。
○ 毎年更新しなければならないとは思うが、標準セキュリティ設定ガイドがあ
ってもよいのではないか。
○ セキュリティ対策というのは、実施する学生などの国民と製品を提供する企
業のタイアップで進めるしか無いのではないか。パスワードは使い回さないよ
うにして欲しいが、企業側としてもセキュアに使用してもらう努力も必要では
ないか。
○ ＩＰＡとして、情報セキュリティの普及啓発を１０年ほど実施しているが、
いろいろと手を尽くしてはいるもののなかなか普及しないのが現状である。
○ 今年の４月～７月の間に主要な会社から流出したＩＤ・パスワードの組み合
わせを調査したところ、３，０００万件あった。これまでの話から、全てを守
るのは不可能ではないか。今後はここまでは守るがここから先は守らないとい
う逆説的な普及啓発活動があってもよいのではないか。
○ 今後は、セキュリティ検定を実施してはいかがか。
（５）
「今年度の活動スケジュール」について
事務局より資料６に沿って説明。
○ 次回の第１３回普及啓発・人材育成推進方策検討ワーキンググループは１１
月中旬～１２月中旬の間に１時間で開催する予定である。
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詳細については別途調整させていただきたい。
-以 上-
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