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平成２７年９月３０日
内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）

「サイバーセキュリティ国際キャンペーン」の実施について
１ 「サイバーセキュリティ国際キャンペーン」の趣旨
近年、情報通信技術（ICT）の発展による、新たなICT端末及びサービスの普及は、速度
を増してきており、私たちの生活にとってICTがますます身近になる一方で、メールやウェ
ブサイトなどを通じたウィルス感染や個人情報漏洩などの事例も後を絶ちません。また、イ
ンターネットによって、世界中がつながっているため、サイバーセキュリティ上の課題はグ
ローバル化し、世界共通の課題となっており、各国との協力・連携が重要になっています。
このため、政府では、サイバーセキュリティ対策の一層の普及と国際連携の推進を目的と
して、「サイバーセキュリティ国際キャンペーン」を10月に実施いたします。
昨年に引き続き、政府機関をはじめ、広く関係団体や海外諸国との協力・連携の下に、サ
イバーセキュリティ対策に関する情報提供、各種イベントの開催を集中的に実施してまい
ります。
２ 主要な取組
（１） 国際連携
（ア） ASEANにおけるサイバーセキュリティ意識啓発活動の実施
サイバーセキュリティに関する意識啓発について、日・ASEANで連携した取組を促
進するため、日本からASEAN各国に対し、コンテンツの作成等への協力を通じて、日・
ASEANで共同して意識啓発の取組を実施します。
具体的には、日本及びASEAN各国の双方において、共通ロゴ及びスローガン「Be
Aware, Secure, and Vigilant（知る、守る、続ける）」を活用した取組の実施、意識啓
発のためのホームページやコンテンツの作成等を日・ASEANが連携して実施します。
本年は新たに意識啓発用コミックブックを制作し、ASEAN各国の言語に翻訳した上
で、ホームページ等を利用し、提供することとしています。また、独立行政法人情報処
理推進機構（IPA）が本年4月の第44回原宿ファッションジョイボード展に出展した意
識啓発ポスター「パスワード-もっとキミを強く守りたい-」15点につき、ASEAN各国
の言語に翻訳し、ホームページ等を通じた周知を図ります。

（共通ロゴ）

（IPA意識啓発ポスター）

（イ） 「サイバーセキュリティカフェ～日本×ASEAN セキュリティ文化、どう違う？」
の開催
10月3日（土）に、サイバーセキュリティをテーマとしたサイエンスカフェを開催し
ます。日本人学生とASEAN各国からの留学生の皆様を対象に、それぞれの国でのセキ
ュリティに関する文化・習慣の違い、インターネット、SNS等を使用する上での留意
点などを取り上げ、ドリンクと軽食を取りつつ、サイバーセキュリティについて気軽
に議論し、国際交流を図るイベントです。
（サイバーセキュリティカフェ実施要領）
日時：平成27年10月3日（土）14:00～16:00
場所：GOBLIN.千駄ヶ谷店（東京都渋谷区千駄ヶ谷1-13-11-B1F）
講師：宮田健 （元@IT編集者 / 「デジタルの作法」著者）
園田道夫（サイバー大学専任教授）
川端隆史（(株)ニューズピックス グローバル・ストラテジスト / ユーザベー
ス アジア・エコノミスト）
※詳細については下記URLをご参照ください。
URL: http://www.nisc.go.jp/security-site/campaign/cafe/
（ウ） 「サイバー・ハロウィン キャリアトーク」（在日米国商工会議所との共催）
10月30日（金）に、内閣サイバーセキュリティセンターと在日米国商工会議所が共
同で開催します。「人材育成」をテーマとして、学生や若手社会人の皆様を対象に、セ
キュリティ分野のキャリアイメージを紹介するほか、サイバーセキュリティに関する
ライトニングトークコンテストの実施、また、参加者同士・政府関係者・民間企業技術
者のネットワーキングの機会の提供も行います。
（サイバー・ハロウィン キャリアトーク実施要領）
日時：平成27年10月30日（金） 16:30～20:30
場所：ベルサール秋葉原2階（東京都千代田区外神田3-12-8）
プログラム（予定）：
 サイバーセキュリティ分野の動向やキャリアイメージの紹介（講演）
 ライトニングトークコンテスト



分科会・ネットワーキング

※詳細については、下記URLをご参照ください。
URL: http://www.nisc.go.jp/security-site/campaign/ussympo/2015/
（２） 第８回「日・ASEAN情報セキュリティ政策会議」の開催
10月14日（水）及び15日（木）の２日間にわたり、インドネシア・ジャカルタにお
いて、第8回「日・ASEAN情報セキュリティ政策会議」を開催します。会議では、社
会経済活動の基盤の一つであるサイバーセキュリティ分野において、我が国とASEAN
諸国との連携取組の強化に向けた意見交換等を行う予定です。
【詳細は（別紙１）をご覧ください】
（３） 情報発信
（ア） 「サイバーセキュリティ国際キャンペーン」のウェブサイト
サイバーセキュリティの意識啓発に係るウェブサイト「国民を守る情報セキュリテ
ィサイト」の中に、「サイバーセキュリティ国際キャンペーン」のウェブサイトを設
け、日本を含め、ポスターやコミックブック等の各国のサイバーセキュリティに関す
るコンテンツを掲載するとともに、各国の意識啓発の取組について紹介します。
※当該ウェブサイトについては、下記URLをご参照ください。
URL: http://www.nisc.go.jp/security-site/campaign
（イ） 「NISC動画チャンネル」の配信
各府省庁や関係団体が作成した意識啓発関連の動画を、「NISC動画チャンネル」に
集約し、これを動画配信しています。キャンペーン期間中に開催されるイベントの様
子等の動画も順次追加を行ってまいります。
※当該チャンネルについては、下記URLをご参照ください。
URL: http://www.youtube.com/user/NISCchannel
（ウ） 「ウィークリーコラム」の発信
近年のサイバーセキュリティの現状につき、日・ASEAN各国が相互に理解すること
を目的としたコラムです。自国のサイバーセキュリティ対策の状況や問題点、取組に
関するコラムを各国のサイバーセキュリティ分野の識者が執筆し、これを「サイバー
セキュリティ国際キャンペーン」のウェブサイトにより、週替わりで発信します。

（エ） 意識啓発ポスター、インターネットバナーの配布
下記の意識啓発ポスター、インターネットバナーを作成・配布し、「サイバーセキュ
リティ国際キャンペーン」についての広報を行います。

（意識啓発ポスター）

（インターネットバナー）

（オ） キャッチフレーズ等による広報
サイバーセキュリティのエッセンスを国民に端的に伝えるキャッチフレーズである
「知る」、「守る」、「続ける」を広報します。

（カ） その他
以上の情報発信に関する取り組みの他にも、SNS等を活用したユーザー参加型のコ
ンテンツの作成や、昨年に引き続き「サイバーセキュリティ 今日の一言（Tips of the
Day）」の日替わりでの発信など様々な取り組みを予定しています。

（４）

関連行事の開催 【別紙２】
官民において、全国各地で約４３０件のサイバーセキュリティに関する行事等が開
催されます。
【問い合わせ先】
内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター
佐々木参事官補佐、竹内主査
電話 03-3581-3768（センター代表）

別紙１
第 8 回 「日 ・ASEAN 情 報 セキュリテ ィ政 策 会 議 」の開 催
平成 27 年 10 月 14 日(水)及び 15 日(木)の 2 日間にわたり、第 8 回「日・ASEAN 情報セキュ
リティ政策会議」（以下、「政策会議」という。）（※1）を開催し、社会経済活動の基盤の一つである
サイバーセキュリティ分野における我が国と ASEAN 諸国（※2）との連携取組の強化に向けた意
見交換等を行う予定です。
１． 目的
社会経済活動の基盤の一つであるサイバーセキュリティ分野において、ASEAN 諸国との国際
的な連携取組を強化することにより、同地域におけるサイバーセキュリティ水準の向上に資す
るとともに、これを通じた日・ASEAN の関係強化・交流拡大を図ることを目的としています。
２． 開催概要
１) 日時： 平成 27 年 10 月 14 日(水)及び 15 日(木)
２) 主催： 内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター、総務省、経済産業省
３) 議長： 日本（林良造・明治大学 国際総合研究所所長）
インドネシア（インドネシア情報通信省）
４) 出席者：ASEAN 加盟 10 か国の経済・投資関係省庁及び情報通信関係省庁の局長・審議
官等、ASEAN 事務局、我が国の内閣官房・総務省・経済産業省の政策統括官・審議官等
３． 主な内容（予定）
１) これまでのサイバーセキュリティに関する協力案件の実施状況
２) サイバーセキュリティに関する各国の状況及び共同意識啓発活動について
３) サイバーセキュリティ分野における今後の協力事項 等
※1 政策会議はこれまでに計 7 回開催。第 1 回平成 21 年 2 月（東京）、第 2 回平成 22 年 3 月（タ
イ・バンコク）、第 3 回平成 23 年 3 月（東京）、第 4 回平成 23 年 11 月（マレーシア・クアラルン
プール）、第 5 回平成 24 年 10 月（東京）、第 6 回平成 25 年 10 月（フィリピン・マニラ）、第７回
平成 26 年 10 月（東京）
※2 ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、
タイ、ベトナムの 10 か国
（連絡先）
内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター
担 当：佐々木参事官補佐、竹内主査
電 話：03-3581-3783 FAX：03-3581-7652
総務省情報流通行政局情報流通振興課情報セキュリティ対策室
担 当：筒井課長補佐、丸橋係長
電 話：03-5253-5749 FAX：03-5253-5752
経済産業省商務情報政策局情報セキュリティ政策室
担 当：山下室長補佐、前田係長
電 話：03-3501-1253 FAX：03-3580-6073

別紙２
「サイバーセキュリティ国際キャンペーン」関連行事一覧(平成27年9月30日時点)
日付

イベント名

会場等

主催

9月26日
～
11月15日

都道府県警察等による広報啓発活動（全国で376件) 全国の学校、企業、各地のイベント会場等

各都道府県警察 等

9月26日
～
11月15日

インターネット安全教室

各地のイベント会場等

独立行政法人 情報処理推進機構
特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協
会
NPO情報セキュリティフォーラム 等

9月26日
～
11月14日

インターネット被害未然防止講座

全国の学校、各地のイベント会場等

NPO情報セキュリティフォーラム 等

9月26日
～
10月28日

ケータイネット安全教室

全国の学校、各地のイベント会場等

NPO情報セキュリティフォーラム 等

10月3日
10月17日
11月7日

CTF for ビギナーズ 2015

立命館大学
奈良先端科学技術大学院大学
大阪南校ATC

SECCON実行委員会
（特定非営利法人 日本ネットワークセキュリティ協会）

10月24日
～
11月8日

SECCON2015 地方大会

全国の大学、各地のイベント会場等

SECCON実行委員会
（特定非営利法人 日本ネットワークセキュリティ協会）

10月7日
10月24日

e-ネット安心講座

鎌倉市立西鎌倉小学校
三鷹市立第二小学校

NPO情報セキュリティフォーラム 等

9月28日

～JNSA設立十五周年記念～
JNSAセキュリティフォーラム in 岡山

山陽新聞社本社 9階 大会議室

特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協
会

9月30日

シマンテックセキュリティーラウンドテーブル

シマンテック東京本社

株式会社シマンテック

9月30日

「ノートン オンライン調査 日本人のセキュリティ意識」
泉ガーデン
と マルウェア被害の現状に関する記者説明会

株式会社シマンテック

10月5日

【緊急セミナー】待ったなし！マイナンバーの取扱と安
秋葉原UDX ギャラリーNEXT1
全管理～監督省庁の実務担当者に聞く～

特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協
会

10月8日

アジャイル・ウェブセキュリティ セミナー（東京）

UDXギャラリーネクスト

株式会社シマンテック

10月15日

JNSA設立15周年記念イベント「Network Security
Special Forum （NSSF15）」

ベルサール飯田橋駅前

特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協
会

10月16日

アジャイル・ウェブセキュリティ セミナー（大阪）

ヒルトンプラザウエスト 第二吉本ビルディング

株式会社シマンテック

10月19日

CISO/CIO/CFO Cyber Security Council

リッツカールトンホテル

株式会社シマンテック

10月22日

KASPERSKY After 7 Seminar

常陸野ブルーイング・ラボ

株式会社カスペルスキー

10月27日

横浜市立中学校長会総会

横浜市健康福祉総合センター

NPO情報セキュリティフォーラム
横浜市立中学校長会

10月27日

海老名市小学校教育研究会 児童指導部会

(調整中）

NPO情報セキュリティフォーラム
海老名市小学校教育研究会 児童指導部会

10月31日

安全安心 キッズパソコン講座

睦ハイム

NPO情報セキュリティフォーラム
睦母子生活支援施設

11月2日

日本学術会議公開シンポジウム
「サイバーセキュリティと実践人材育成」

日本学術会議 講堂

日本学術会議 情報学委員会

11月2日

The 18th International Symposium on Research in
Attacks, Intrusions and Defenses (RAID 2015)

京都テルサ

奈良先端科学技術大学院大学
NECOMA プロジェクト

11月10日

東京電機大学国際化サイバーセキュリティ学特別
コース
サイバーセキュリティシンポジウム2015秋

東京電機大学 東京千住キャンパス 丹羽ホール

東京電機大学

11月11日

脆弱性対策セミナー
株式会社カスペルスキー 本社
～カスペルスキーが考えるこれからの脆弱性対策～

株式会社カスペルスキー

11月13日

FOCUS JAPAN 2015
New. Next.～未知の脅威に先手を打つ 新しいセキュ ザ・プリンスパークタワー東京
リティのカタチ～

マカフィー株式会社

