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イベント開 催 の 報 告
2013年第3回日韓シンポジウム報告

今年で3 回目になる日韓シンポジウムが、5月21日にソウルの COEXコンベンションセンターで開催されました。
共催のKISIA（知識情報セキュリティ産業協会）とJNSA（日本ネットワークセキュリティ協会）
、JASA（日本セキュ
リティ監査協会）
は、日本と韓国との情報セキュリティに関する情報共有と、情報セキュリティ企業との連携を目指し
ています。
参加者数は 141 名で、日本からは 20 名の参加がありました。末尾に当日のプログラムを掲載します。

18
日韓シンポジウム報告

第１部
冒頭に、KISIA会長のチョギュゴン氏、JASA会長の
土居範久氏、JNSA会長の田中英彦氏から、それぞれ
ご挨拶がありました。

両国の情報セキュリティ戦略紹介

第1部は、両国の活動の情報交換という位置付けで、
現状の概要が説明されました。最初に、
「両国の情報
セキュリティ戦略紹介」というテーマで、韓国のKISA
侵害予防団のシンファス団長から、
「韓国のサーバーセ
キュリティ動向及び今後の課題」について話がありまし
た。2013年3月20日の韓国でのサイバーテロの経緯など
についても紹介され、正常・関心・注意・警戒・警告とい
うレベルで対応を取っていることが話されました。

日本の情報セキュリティ戦略

次に、JNSAの中尾康二副会長から、
「日本の情報セ
キュリティ戦略」というテーマでNISC等の活動が紹介
され、攻撃の状況を見せるデモや、
「サイバー情報共有
イニシアティブ（J-CSIP）」の紹介の他、クラウドサービ
スのセキュリティについても触れられました。
コーヒーブレークを挟んで質疑応答が行われ、モバ
イルと個人情報保護法について、またプライバシーを確
保しながら安全に使うといった内容について活発に議
論されました。

両国の情報セキュリティ市場の現況

二つ目のテーマは「両国の情報セキュリティ市場の
現況」というテーマで、忠北大学のキムテソン教授か
ら、
「韓国情報セキュリティ市場及び技術の現状」が
紹介されました。韓国では情報セキュリティ関係のプロ
フェッショナルやサービス関係の人材が少ないことが
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第２部
昼食を挟んで第2部の最初は、
「機関活動の紹介及
び協力案の検討」というテーマで、参加3団体の活動内
容と現状が各々紹介され、パネルディスカッション形式
で今後の活動に関する議論が行われました。

当面はメールベースで議論を進め、必要に応じてオ
フラインでも協議をすることで合意しました。

最初に日韓双方の座長による概要と進行についての
方向性が示されました。
・日本側：中尾副会長
・韓国側：ヨムフンヨル教授

午後のコーヒーブレークの後、日韓双方の参加企業
が紹介されました。韓国から4社、日本から3社が参加
しました。参加企業名は下記です。
・MirageWorks Inc.
・BLUEMOONSOFT Co., Ltd.
・WOWSOFT Inc.
・IGLOO Security, Inc.
・株式会社ディアイティ
・株式会社ラック
・NRIセキュアテクノロジーズ株式会社

次に各団体を代表して、背景や目的・活動内容など
現状について発表がありました。
・JNSA：下村理事
・JASA：永宮事務局長
・KISIA：イジャンフン常勤副会長

今回は、韓国でもクラウドがサービスとしてそれほど
定着しているわけではないと感じましたが、何かのきっ
かけでブレークする可能性は高いと思われます。
今後の日韓双方の情報セキュリティ対応の充実を期
待したいと思います。

パネルディスカッション 1

韓国では、情報セキュリティ関連では製品に関するも
のが80％程度で、
サービスに関するものが日本より少な
いのが現状だそうです。

パネルディスカッション 2

次のパネル討論では、Fasoo.comのLee, SangMin
氏、SECUIのチャヨンギュン常務、アルテア・セキュリ
ティ・コンサルティングの二木真明氏、株式会社インター
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ネットイニシアティブの加藤雅彦氏が加わり、それぞれ
意見表明を行いました。その後、中尾副会長とイジャン
フン常勤副会長が日韓双方のまとめを行い、最後に次
のような作業部会（WG）の作成が提案され、満場一致
で了承されました。
・クラウドコンピューティングWG
・情報セキュリティ人材育成WG
・ビジネスのための情報セキュリティ交流WG
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課題になっているとのことでした。
日本からはニフティ株式会社の久保田朋秀氏より「日
本の情報セキュリティ市場の現況」ということで、主に
クラウドを中心にした情報セキュリティや監査につい
て、統計情報を交えて日本の現状について説明があり
ました。
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第 3 回 日韓情報セキュリティシンポジウムプログラム
[ 日時：2013.5.21( 火 ) / 場所：COEX Hall E5(3F)]
時間

詳細内容

発表者

09:30 〜 09:50

09:50 〜 10:10

参加者登録
はじめに
会長挨拶 1
会長挨拶 2

チョギュゴン 会長 (KISIA)
土居 範久 会長 (JASA)
田中 英彦 会長 (JNSA)
第1部
①両国の情報セキュリティ戦略紹介

10:10 〜 10:40

韓国のサイバーセキュリティ動向
及び今後の課題

シンファス 団長
(KISA 侵害予防団 )

10:40 〜 11:10

日本の情報セキュリティ戦略

中尾 康二 副会長
(JNSA/ KDDI 株式会社 )

11:10 〜 11:20

20

Coffee Break
②両国の情報セキュリティ市場の現況

11:20 〜 11:40

韓国情報セキュリティ市場及び技術現況

キムテソン 教授
( 忠北大学 )

11:40 〜 12:00

日本の情報セキュリティ市場の現況

久保田 朋秀
(JASA/ ニフティ株式会社 )

12:00 〜 13:30

昼

食

第2部
③機関活動の紹介及び協力案の討論
̶ 座長 ̶
中尾 康二副会長 ( 日本 ) / ヨムフンヨル教授 ( 韓国 )
13:30 〜 14:50

̶ 発表 ̶
下村 正洋 (JNSA)
永宮 直史 (JASA)
イジャンフン常勤副会長 (KISIA)

14:50 〜 15:00

15:00 〜 17:30

17:30 〜 18:00

̶ パネリスト ̶
イジャンフン常勤副会長 (KISIA)
Lee, SangMin 常務 (Fasoo.com)
チャヨンギュン常務 (SECUI)
永宮 直史 (JASA)
二木真明 ( アルテア・セキュリティ・コンサルティング )
加藤雅彦 ( 株式会社インターネットイニシアティブ )

Coffee Break
MirageWorks Inc.
BLUEMOONSOFT Co., Ltd.
WOWSOFT Inc.
IGLOO Security, Inc.
株式会社ディアイティ
株式会社ラック
NRI セキュアテクノロジーズ株式会社

参加企業の紹介
( 韓国 4 社 / 日本 3 社 )

景品抽選及び閉会

