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第１４回 デジタル・フォレンジック・コミュニティ 2017 in TOKYO

見えない＊＊との闘い－事後追跡可能性とデジタル・フォレンジック－

主催 特定非営利活動法人デジタル・フォレンジック研究会
デジタル・フォレンジック・コミュニティ2017実行委員会

会場 ホテル グランドヒル市ヶ谷 （東京都新宿区市ヶ谷）

ネットワーク環境の進展に伴い、近時は、痕跡を残さない
サイバー攻撃等が多くなってきています。また、攻撃者も匿名化
技術を活用する等、攻撃手法の進化に伴い、従来のデジタル・
フォレンジックの手法だけでは事実の解明や追跡調査・解析が
容易でない状況も生じています。このような現況と趨勢を確認し、
今後デジタル・フォレンジックをどの様に積極的に活用して
ゆけば良いのかを検討したいと考えます。皆様の積極的なご参加を
お待ち致します。

サイバーセキュリティ戦略本部／公正取引委員会／警察庁／金融庁／総務省／法務省／外務省／文部科学省／
厚生労働省／経済産業省／国土交通省／海上保安庁／防衛省
(公財)日工組社会安全研究財団／(一財)日本情報経済社会推進協会／(公財)金融情報システムセンター／
(独 )情報処理推進機構／ (一社 )JPCERTコーディネーションセンター／日本セキュリティ・
マネジメント学会／警察政策学会／法とコンピュータ学会／情報ネットワーク法学会／NPO日本ネットワーク
セキュリティ協会／NPO日本セキュリティ監査協会／NPO ITコーディネータ協会／(一社)日本公認不正検査士協会／
ＩＳＡＣＡ（情報システムコントロール協会）東京支部／ (一社)日本データ復旧協会／情報セキュリティ大学院大学／
中央大学研究開発機構／東京電機大学／(株)日本政策投資銀行／(一社)メディカルＩＴセキュリティフォーラム／
(一社)日本画像認識協会／(一財)情報法制研究所／(一財)日本サイバー犯罪対策センター

(株)フォーカスシステムズ／(株)ＦＲＯＮＴＥＯ／ストーンビートセキュリティ(株)／デロイトトーマツリスク
サービス(株)／ NTTコミュニケーションズ(株)／ＡＯＳリーガルテック(株)／(株)くまなんピーシーネット／
(株)サイバーディフェンス研究所／(株)ディアイティ／(株)ワイ・イー・シー／新日本有限責任監査法人 FIDS／
アドバンスデザイン(株)／サン電子(株) ／(株)KPMG FAS／渥美坂井法律事務所・外国法共同事業／Payment 
Card Forensics(株)／西村あさひ法律事務所／ＮＲＩセキュアテクノロジーズ(株)／(株)オーク情報システム／
(株)シティクリエイションホールディングス／(株)ピーシーキッド

情報セキュリティワークショップ in越後湯沢 実行委員会
サイバー犯罪に関する白浜シンポジウム 実行委員会

後 援

協 賛

協 力 団 体

お問い合せ

お申込み

募集定員

参加費

①基調講演 ②特別講演 ③招待講演 ④研究会１ ⑤交流会

①企業プレゼン ②医療ＤＦ研究会 ③国際法動向 ④研究会２
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ポイント申請対象

１２月１１日（月）

１２月１２日（火）

CFE、ITコーディネータ、ISACAの
継続教育ポイントが申請可能です。

募集中 （詳細はＷＥＢサイトにてご確認下さい）

※一部申請中を含みます



交通の
ご案内

電車利用

自動車利用

●JR総武線・地下鉄有楽町線・南北線・新宿線
『市ヶ谷駅』より徒歩3分
●JR総武線・中央線・地下鉄丸ノ内線・南北線
『四ツ谷駅』より徒歩10分
●首都高速4号新宿線 外苑ランプより15分
●首都高速5号池袋線 飯田橋ランプより10分

グランドヒル市ヶ谷に駐車場(95台)はございますが、ご利用の際は、
空き状況を同ホテルにご確認下さい。

宿泊に
ついて

グランドヒル市ヶ谷に宿泊を希望される方は、各位にて
「宿泊フロント係」まで、お早めにお申込みをお願い致します。

☆シングルルーム／１泊 ¥12,450-(税込)～

会場のご案内 ：ホテル グランドヒル市ヶ谷 〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町4-1 TEL:03-3268-0111(代表)
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見えない＊＊との闘い－事後追跡可能性とデジタル・フォレンジック－
プログラム＜各会場＞ 講演会場：瑠璃の間(3F) 製品展示コーナー：珊瑚・真珠の間(3F) 交流会場：白樺の間(2F)

１２月１１日（月）

10：00～10：10
開会挨拶 安冨 潔
コミュニティ2017実行委員会 委員長、IDF会長
京都産業大学 法務研究科 客員教授、弁護士

10：10～11：00
基調講演
「IoTにおけるサイバー攻撃の最新動向と
その対策」
吉岡 克成
横浜国立大学大学院 環境情報研究院 准教授

11：00～11：10 休憩

11：10～12：00

特別講演
「組織管理者のための
見えないサイバー攻撃リスクへの心構え」
鎌田 敬介
(一社)金融ＩＳＡＣ 専務理事／ＣＴＯ

12：00～13：30 昼食・企業展示

13：30～14：20

招待講演
「セキュリティインシデントから学べること」
寺田 真敏
日本シーサート協議会 運営委員長

14：20～14：50 休憩・企業展示 ／ WEBアンケート

14：50～17：00

研究会１
「攻めのデジタル・フォレンジック」
座長：
名和 利男 (株)サイバーディフェンス研究所

専務理事兼上級分析官、ＩＤＦ理事
パネリスト：
松本 隆 SCSK(株) セキュリティサービス部

エバンジェリスト、ＩＤＦ理事
井上 大介 (国研)情報通信研究機構

サイバーセキュリティ研究所
サイバーセキュリティ研究室 室長

下垣内 太 大阪データ復旧(株) 代表取締役

ｴﾙﾜﾝ ﾙ・ﾏﾚｺ アーバーネットワークス(株)
ASERT Japan

17：00～17：15 休憩・移動

17：15～19：00 交流会

１２月１２日（火）

09：30～10：50 企業プレゼン
プラチナサポーターによるプレゼン実施
※ご協賛をご検討の企業様はＷＥＢにて、
詳細をご確認下さい。

10：50～11：00 休憩

11：00～11：10
挨 拶 石井 徹哉
コミュニティ2017実行委員会 副委員長、IDF理事
千葉大学 副学長 大学院専門法務研究科 教授

11：10～12：10

医療ＤＦ研究会
「医療分野における
デジタル・フォレンジックの可能性」

江原 悠介 PwCあらた有限責任監査法人
システム・プロセス・アシュアランス部
マネージャー、ＩＤＦ理事

和田 則仁 慶應義塾大学 医学部
一般・消化器外科 講師、ＩＤＦ理事

12：10～13：40 昼食・企業展示

13：40～14：30
国際法動向
「サイバー攻撃の国際法
－ タリン・マニュアル２．０について－」
中谷 和弘
東京大学大学院 法学政治学研究科 教授

14：30～14：50 休憩・企業展示

14：50～17：00

研究会２
「攻めのデジタル・フォレンジックを
阻む法制度」

座長：
石井 徹哉 千葉大学 副学長

大学院専門法務研究科教授､ＩＤＦ理事
パネリスト：
北條 孝佳 西村あさひ法律事務所 弁護士
佐藤 元彦 伊藤忠商事(株)

IT企画部 技術統括室 ITCCERT
上級サイバーセキュリティ分析官

製品展示コーナー １２月１１日(月) 12:00～18:00 ／ １２月１２日(火) 09:30～15:00

協賛企業のフォレンジック製品、セキュリティ製品の展示及び説明を各ブースで行います。
※協賛企業募集中（ご協賛口数に応じて企業ＰＲやブース提供を致します。詳細はＷＥＢにてご確認下さい。）

講師・講演内容については、都合により変更となる場合がございます。最新情報は、ＷＥＢ(https://digitalforensic.jp )をご確認下さい。
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