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平成２６年９月３０日
内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）

「情報セキュリティ国際キャンペーン」の実施について
１ 「情報セキュリティ国際キャンペーン」の趣旨
近年、情報通信技術の技術革新は目覚ましく、私たちの生活は飛躍的に便利になる一方
で、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、情報セキュリティ
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、情報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、「情報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、
国際連携を活用した行事や情報セキュリティ対策に関する情報提供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における情報セキュリティ意識啓発活動の実施
情報セキュリティに関する意識啓発について、日・ASEANの連携取組を促進するため、
日本からASEAN各国に対し教材の提供等の協力を通じて、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、日本から提供
する教材等を活用した意識啓発活動、意識啓発のためのホームページやステッカーの
作成等を日・ASEANが連携して実施します。

（共通ロゴ）

（意識啓発ステッカー）

（イ） 第７回「日・ASEAN情報セキュリティ政策会議」の開催
10月7日（火）及び8日（水）の２日間にわたり、東京において、第７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
る情報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。】
（ウ） 「日・ASEANサイバーセキュリティ国際シンポジウム」の開催
10月9日（木）に、サイバーセキュリティにおける今後の人材育成、重要インフラ防
護をテーマとする、「日・ASEANサイバーセキュリティ国際シンポジウム」を開催しま
す。聴講をご希望の方は、下記ＵＲＬより参加申込受付ページへ進み事前登録くださ
い。
（シンポジウム実施要領）
日時：平成26年10月9日（木）13:00～17:00
場所：京王プラザホテル 本館5F コンコードC（東京都新宿区西新宿2-2-1）
概要：
【基調講演】日・ASEAN 情報セキュリティ強靭化のための取組み
・講演：谷脇 康彦 （内閣審議官・内閣官房情報セキュリティセンター副センター
長）
【第一部】 日・ASEAN 情報セキュリティを担う人材の確保に向けて
・講演：中村 裕治 （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
室調査官）
・講演：小池 雅行 （経済産業省商務情報政策局地域情報化人材育成推進室長）
・講演：岡田 良太郎 （WASForum Hardening Project ファシリテータ）
・パネルディスカッション
- モデレータ：徳田 英幸 （慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長、
環境情報学部教授、NISC情報セキュリティ補佐官）
- パネリスト：講演者及びASEANの情報セキュリティ関係者
（ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、フィリピン）
【第二部】日・ASEAN 重要インフラ防護の現状と課題
・講演：林 良造 （明治大学国際総合研究所所長）
・講演：一般財団法人金融ISAC
・パネルディスカッション

- モデレータ：林 良造 （明治大学国際総合研究所所長）
- パネリスト：講演者及びASEANの情報セキュリティ関係者
（マレーシア、ミャンマー、シンガポール、タイ、ベトナム）
※日英同時通訳。入場無料。申込多数の場合は先着順とさせていただきます。
※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
（２） 情報発信
（ア） 「情報セキュリティ国際キャンペーン」のウェブサイト
情報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、「情報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、ポスターやリーフレット等の各国の情報セキュリティ教材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。今後、作成される動画の追加等も行ってまいり
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） 「情報セキュリティ 今日の一言」の発信
情報セキュリティ対策に関して、我々が日々注意すべきことを簡潔に説明するため
に、関係各国と協力して作成した「情報セキュリティ 今日の一言(Information
Security Tips of the Day)」を、「情報セキュリティ国際キャンペーン」のウェブサ
イトに日替わりで掲示します。
（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、「情報セキュリ
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
a キャッチフレーズ
情報セキュリティ対策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。

b 「情報セキュリティ対策３か条」
国民がインターネットを安全・安心・便利に利用する上で推奨される情報セキュリ
ティ対策（情報セキュリティ対策３か条）を広報します。
【情報セキュリティ対策３か条】
１．個人情報等の重要な情報の扱いは慎重に
２．パソコン等は常に最新のセキュリティ状態に
３．不審なサイトやメールにアクセスしない

（３） 関連行事の開催 【別紙２】
官民において、全国各地で約６００の情報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】
内閣官房情報セキュリティセンター
佐々木参事官補佐、山根主査
電話 03-3581-3768（センター代表）

別紙１
第 7 回 「日 ・ASEAN 情 報 セキュリテ ィ政 策 会 議 」の開 催
平成 26 年 10 月 7 日(火)及び 8 日(水)の 2 日間にわたり、第 7 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、政策会議では、社会経済活動の基盤の
一つである情報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情報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、同地域における情報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 26 年 10 月 7 日(水)・8 日(木)
２) 主催：内閣官房情報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）
タイ（ミトルパント・情報通信技術省電子取引開発庁統括官補）
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) これまでの情報セキュリティに関する協力案件のフォローアップ
２) 情報セキュリティ共同意識啓発活動について
３) 情報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 6 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）
※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）
内閣官房情報セキュリティセンター
担 当：佐々木参事官補佐、山根主査
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、近藤係長
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：岩谷課長補佐、前田係長
電 話：03-3501-1253 FAX：03-3580-6073

