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平成２８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 

今やあらゆるモノ・サービスがネットワークに接続され、私たちの生活の快適性や利便性は飛躍的

に高まっています。2020年にはIoT（Internet of Things）機器の数が世界で200億以上1となることが

予想されるなど、サイバー空間は拡大を続けています。その反面、巧妙さを増すサイバー攻撃や、大

規模な個人情報の流出など、国民生活や経済活動に影響を及ぼしかねない問題が多数報じられて

います。2015年度に政府機関への脅威と認知された件数は、年間約613万件2に上ります。これは

前年度の約1.5倍で、その数は増加の傾向にあります。そして、サイバー攻撃の対象は政府機関に

限ったものではなく、民間企業や国民一人一人に対しても身近に迫る脅威です。 

さらには、身代金ウイルスやインターネットバンキングによる不正送金などが世界的に報告されるな

ど、サイバー空間の脅威は容易に国境を超えます。このため、サイバー空間の安全な利用には国際

連携による対応が不可欠です。 

政府では、国民の皆様一人一人にサイバーセキュリティについての関心を高め、理解を深めてい

ただくとともに、サイバーセキュリティを実現するための国際連携を進めるために、毎年10月を「サイ

バーセキュリティ国際キャンペーン」月間としています。 

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 

 

■ 日・ASEAN共同サイバーセキュリティ意識啓発活動 

 

サイバーセキュリティに関する意識啓発について、日本政府及びASEAN各国政府の間で協

力してコンテンツの作成を行い、日・ASEANにおける共同意識啓発活動を実施します。日本と

                                                   
1 Gartner “Forecast: Internet of Things – Endpoints and Associated Services, Worldwide, 2015” 29 October 2015 
2 サイバーセキュリティ政策に係る年次報告（2015 年度）, サイバーセキュリティ戦略本部, 2016 年６月 13 日 



 
 

 
 

ASEANの各国が作成した共通ロゴとスローガン「Be Aware, Secure, and Vigilant（知る、守る、

続ける）」のもと、2016年は次の２つをテーマとし、意識啓発活動を行います。 

 

・ テーマ１： Safe and secure Internet usage  

（安心・安全なインターネットの利用） 

      ・ テーマ２： Stay safe on smart-device 

     （スマートデバイスを安全に利用しよう） 

 

具体的には、上記テーマに基づいたコミックブックを制作し、日本国内において展開するほか、

これをASEAN各国の言語に翻訳し、ウェブサイト等を通じて各国へ提供します。また、テーマを

基に各国のセキュリティ専門家が執筆したウィークリーコラムをウェブサイト上に掲載するほか、

日本政府が作成した普及啓発用コンテンツ（ポケモンGOの利用上の注意など）も展開します。 

 

   （共通ロゴ）         （日・ASEAN共同意識啓発ポスター） 

 

 

 

 ■ 第９回「日・ASEAN情報セキュリティ政策会議」の開催 

 

10月20日（木）と21日（金）の２日間、東京において第９回「日・ASEAN情報セキュリティ政策

会議」を開催します。本会議では、サイバーセキュリティ分野の政策に関する我が国とASEAN諸

国との協力・連携に向けた議論を行う予定です。 

【詳細は（別紙１）をご覧ください。】 

 

 

■ 「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イベント） 

 

10月31日（月）、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（ACCJ）が共同

で「サイバー・ハロウィン キャリアトーク」を開催します。学生や若手社会人の皆さんへサイバー

セキュリティ分野の仕事の魅力を伝え、関心を持ってもらえるよう、サイバーセキュリティ業界の

仕事内容やキャリアイメージ、やりがいを紹介するほか、ACCJ加盟企業による展示なども行い

ます。このほか、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や、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28年10月31日（月） 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 

 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/cyberhalloween.html 

 

 

（２） キャンペーン中の情報発信 

 

■ 「サイバーセキュリティ国際キャンペーン」のウェブサイト開設 

 

NISCのウェブサイト「みんなでしっかりサイバーセキュリティ」の中に、「サイバーセキュリティ国

際キャンペーン」のウェブサイトを開設し、日本を含めたポスター、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、国民の皆様のサイバーセキュリティ確

保に役立つ情報を掲載してまいります。 

※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 

 

 

■ 「ウィークリーコラム」の発信 

 

自国のサイバーセキュリティ対策の状況や問題点、取組など日・ASEAN各国のサイバーセキ

ュリティを取り巻く状況を相互に理解することを目的としたコラムです。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」のウェブサイトにて、

週替わりで発信します。 

 

■ 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各関係機関に配布し、「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） 

   

 
 

■ ソーシャルメディアを活用した情報発信 

 

      ソーシャルメディアのNISC公式アカウントを通じて、「サイバーセキュリティ国際キャンペーン」中

の関連行事や取組などを紹介するほか、サイバーセキュリティ大喜利など、国民の皆様に参加

いただけるコンテンツも発信してまいります。 
 

 

       ＮＩＳＣ 公式アカウント ：   ＠cas_nisc  

 

 

ＮＩＳＣ 公式アカウント ：   nisc.jp  

 

 

 

■ 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。 

     



 
 

 
 

 

■ 関連行事の開催 

  

官民において、全国各地で約80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。 

【詳細は（別紙２）をご覧ください。】 

 

 

                          【本報道発表に関する問い合わせ先】 

内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター 

国際戦略グループ 

電話 03-3581-3768（センター代表） 



 

 
 

別紙１ 

 
第 ９回 「日 ・ASEAN 情 報 セキュリティ政 策 会 議 」の開 催  

 

平成 28 年 10 月 20 日(木)及び 21 日(金)の２日間、第９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、サイバーセキュリティ分野の政策に関する我

が国と ASEAN 諸国（※2）との協力・連携に向けた議論を行う予定です。 

 

１． 目的 

安心な社会経済活動に欠かせないサイバーセキュリティに関する政策について、ASEAN 諸国

との国際的な協力・連携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

上を図るとともに、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 28 年 10 月 20 日(木)及び 21 日(金) 

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） 

シンガポール（ナグ・フーミン サイバーセキュリティ庁局長） 

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・外務省・経済産業省の政策統括官・審

議官等 

 

３． 主な内容（予定） 

１) 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 

２) サイバーセキュリティに関する協力案件の実施状況 

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８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）、第８回平成 27 年 10 月（インドネシア・ジャカルタ） 

※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：福島企画調整官、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：上東課長補佐、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サイバーセキュリティ課 

担 当：古川課長補佐、金津係長 

電 話：03-3501-1253 FAX：03-3580-6073 



日付 イベント名 会場等 主催
10月1日

～
11月13日

都道府県警察等による広報啓発活動（全国で46件） 全国の学校、企業、イベント会場等 各都道府県警察　等

10月1日
～

10月4日
STSフォーラム第13回年次総会 国立京都国際会館 NPO STSフォーラム

10月上旬～
若者がＩＴで描く夢の実現をサポートする"すごうで２０１
７"の募集

東京都千代田区 株式会社ラック　すごうで事務局

10月2日 SECCON 2016 大阪大会 富士通株式会社 関西システムラボラトリ
SECCON実行委員会
（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4日
「最新のサイバー防衛事情
～事例、サイバーインテリジェンス、そして人材育成
～」

グランドヒル市ヶ谷  瑠璃東中
主催：インテル セキュリティ（マカフィー株式会社）
後援：オープンシステム研究会

10月11日 Symantec Email Security.cloudユーザー向けセミナー 東京コンファレンスセンター品川 株式会社シマンテック

10月13日 カスペルスキー ランサムウェア対策セミナー 株式会社カスペルスキー 本社 株式会社カスペルスキー

10月15日 インターネット安全教室 太田市世良田行政センター
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
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（JNSA）

10月15日
CTF for GIRLS × 攻殻機動隊 REALIZE PROJECT
「攻殻CTF」

レッドブル・ジャパン
SECCON実行委員会
（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18日
2016年度　第5回　月例セミナー
「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基
準群の改定について」

フォーラムミカサエコ 特定非営利活動法人日本セキュリティ監査協会

10月19日
～

10月21日
サイバーセキュリティワールド2016 東京ビッグサイト 西1・2ホール、会議棟 (株) 東京ビッグサイト

10月20日 情報セキュリティトピックセミナー 情報セキュリティ大学院大学 NPO情報セキュリティフォーラム

10月22日 CTF for ビギナーズ 2016 東京 日立システムズ
SECCON実行委員会
（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23日 インターネット安全教室 北海道富良野緑峰高校
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
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（JNSA）

10月24日
～

10月27日

APCERT (Asia Pacific Computer Emergency
Response Team) Annual General Meeting &
Conference 2016

ロイヤルパークホテル 一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター

10月26日
IoTセキュリティセミナー ～IoTの未来とセキュリティの
課題～

日本IBM本社 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（JNSA）

10月27日 KASPERSKY After 7 Seminar HAPON新宿 株式会社カスペルスキー

10月27日 カスペルスキー ハンズオン・トレーニング 株式会社カスペルスキー 本社 株式会社カスペルスキー

10月29日
11月19日

高校生セキュリティコンテスト 情報科学専門学校 学校法人岩崎学園 情報科学専門学校

10月31日 サイバー・ハロウィン　キャリアトーク ベルサール秋葉原
内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター
在日米国商工会議所

11月1日
～

11月2日

Hardening 100 Weakest Link （ハードニング・フォー・
ウィーケストリンク）

宜野湾市 沖縄コンベンションセンター A棟
Web Application Security Forum Hardening Project実行委員会
内閣府 沖縄総合事務局

11月3日 高校生ICT Conference サミット 東京 ユビキタス協創広場 CANVAS

安心ネットづくり促進協議会
大阪私学教育情報化研究会
一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構
一般財団法人草の根サイバーセキュリティ運動全国連絡会

11月5日 インターネット安全教室 東北工業大学 一番町ロビー
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
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（JNSA）

11月6日 インターネット安全教室 鹿児島市中央公民館
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
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（JNSA）

11月8日 インターネット安全教室 おだわら市民交流センターUMECO
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
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（JNSA）

11月10日 FOCUS JAPAN 2016 ザ・プリンスパークタワー東京 インテル セキュリティ（マカフィー株式会社）

11月10日 カスペルスキー ランサムウェア対策セミナー 株式会社カスペルスキー 本社 株式会社カスペルスキー

11月12日 SECCON 2016 福島大会（サイバー甲子園） 会津大学
SECCON実行委員会
（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）

11月14日 CySecシンポジウム2016 東京電機大学　東京千住キャンパス
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
（CySec）

11月15日
11月16日

サイバーセキュリティ演習
（電力分野　1回目）

技術研究組合制御システムセキュリティセンター 技術研究組合制御システムセキュリティセンター（CSSC）

11月17日 カスペルスキー ハンズオン・トレーニング 株式会社カスペルスキー 本社 株式会社カスペルスキー

11月17日 KASPERSKY After 7 Seminar HAPON新宿 株式会社カスペルスキー

11月18日 Trend Micro DIRECTION 東京 ザ・プリンス パークタワー東京 トレンドマイクロ株式会社

11月22日 Trend Micro DIRECTION 大阪 堂島ホテル トレンドマイクロ株式会社

「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28年9月30日時点)

別紙２
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