第１６回 デジタル・フォレンジック・コミュニティ 2019 in TOKYO

２０２０に向けたデジタル・フォレンジックの方向性
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2019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）

後 援

１２／ ９（月）
１２／１０（火）

令和の新時代を迎え、デジタルトランスフォーメーションが益々
進展している。この様な情勢に伴いサイバー攻撃、情報漏洩・窃取や
訴訟対応、不正調査等におけるデジタル・フォレンジック 調査・解析も
伝統的なフォレンジックからファスト・フォレンジックやＲｅｇＴｅｃｈ
等を必要としており、また関連する法制度整備やネットワーク環境を
使用する訴訟手続きに関する検討も進み出した。
今年のコミュニティでは、この趨勢に焦点を当て、デジタル・フォレン
ジックが対応してゆくべき課題や重視（優先）すべき事項等について
国際対応の在り方やフェイクニュース、オリンピック等に絡む２０２０に
向けた最新動向等を踏まえて有識者の講演と研究会による意見
交換から参加者と共に考える場としたい。

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／データ適正消去実⾏証明協議会／(一社)サイバー犯罪捜査・調査ナレッジフォーラム

協 賛

募集中 （詳細はＷＥＢサイトにてご確認下さい）

ストーンビートセキュリティ(株)／(株)FRONTEO／(株)アップラス／ EY新日本有限責任監査法人
Forensics／ Cubro Japan(同)／(一社)サイバー犯罪捜査・調査ナレッジフォーラム／(株)フォーカス
システムズ／オープンテキスト(株)／ NTTコミュニケーションズ(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／サン電子(株)／(株)KPMG FAS／ベイシス・テクノロジー(株)／
Nuix Japan／シティユーワ法律事務所／アドバンスデザイン(株)／リーガルテック(株) ／アドソル
日進(株)／(株)ワイ・イー・シー／(株)テリロジーワークス／P.C.F. FRONTEO(株)／渥美坂井法律事務所・
外国法共同事業／NRIセキュアテクノロジーズ(株)／(株)オーク情報システム／デロイト トーマツ
ファイナンシャル アドバイザリー(同)／(株)コア／(株)ラック／(株)NTTデータ／⻄村あさひ法律事務所／
(株)ピーシーキッド／(株)ディアイティ／アイフォレンセ日本データ復旧研究所(株)

ポイント申請対象

協 力 団 体
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

参加費
募集定員
お申込み
お問合わせ

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。

［IDF会員 ¥10,000-］［一般参加 ¥15,000-］［学⽣(社会人を除く) ¥5,000-］
300名 ※申込締切 令和元年11月29日(⾦) 但し、定員になり次第締め切ります。
［WEB］https://digitalforensic.jp/home/community-16-2019/
お申込み→
［FAX］ お申込用紙はWEBサイトよりダウンロードして下さい。
特定非営利活動法人 デジタル・フォレンジック研究会 事務局
〒141-0022 東京都品川区東五反田1-4-1 ハニー五反田第2ビル3階
［電話］03-5420-1805［FAX］03-5420-3634 ［E-mail］info@digitalforensic.jp
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第１６回 デジタル・フォレンジック・コミュニティ 2019

in TOKYO

２０２０に向けたデジタル・フォレンジックの方向性
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９日（月）
開会挨拶
10：00～10：10

10：10～11：00

安冨

１２月１０日（火）

潔

コミュニティ2019実⾏委員会 委員⻑、IDF会⻑
京都産業大学 法学部 客員教授、弁護士

講演１
「サイバー犯罪における国際対応の
在り方とフォレンジック」
中谷 昇

ヤフー（株）執⾏役員（政策企画、サイバー
セキュリティ担当）
（一社）日本IT団体連盟 専務理事

9：10～10：00

講演４
「2020を取り巻くサイバー脅威の状況と対応」
坂 明

10：00～10：10

休憩／表彰式準備

10：10～10：40

DF若⼿研究者表彰式

（公財）東京オリンピック・パラリンピック
競技⼤会組織委員会 CISO

11：00～11：10

休憩

11：10～12：00

講演２
10：40～11：30
「サイバー犯罪リスクの本質を捉えた体制構築」
清水 智
（一社）サイバー犯罪捜査・調査ナレッジフォーラム
（CIKF）代表理事

講演５
「e-KYCにおける本人確認」
江口 清貴

LINE（株）執⾏役員、公共政策・CSR担当

11：30～12：00

DF普及状況調査WEBアンケート

12：00～13：30

昼食・休憩／企業展示
12：00～13：10

昼食・休憩／企業展示

13：30～14：20

講演３
「Fast Forensics の現状と動向、そして今後」
杉山 一郎

13：10～14：00

企業プレゼン

14：20～14：45

企業プレゼン

14：10～14：40

14：45～15：00

休憩／研究会準備／企業展示

EY新日本有限責任監査法人
forensics事業部 プリンシパル

研究会１
「2020に備えたサイバー対処」
座⻑︓名和 利男 (株)サイバーディフェンス

14：40～14：50

17：15～19：30

パネリスト︓

徳田

敏⽂ 日本IBM(株) X-Force & Security

藤原

哲⼠

山口

孝夫

杉山

一郎

交流会

Intelligence 部⻑
ネットスカウトシステムズ（株）
シニアシステムズエンジニア
有人宇宙システム（株）
有人宇宙技術部 ⺠間訓練グループ
EY新日本有限責任監査法人
forensics事業部 プリンシパル

☆各種IDF活動PRスピーチ

舟橋
上原

信
認定WG座⻑
哲太郎 試験委員⻑

休憩／研究会準備

研究会２
「⺠事訴訟⼿続のIT化とデジタル・
フォレンジック」

研究所 専務理事 兼 上級分析官、IDF理事

15：00～17：00

「DF資格認定事業化について」

14：50～16：50

座⻑︓湯淺 墾道 情報セキュリティ⼤学院⼤学
学⻑補佐 情報セキュリティ研究科 教授、IDF理事
パネリスト︓

⼤野
永島
小澤

16:50～17：00

晃宏 法務省 ⺠事局 参事官
賢也 東京弁護⼠会 副会⻑
吉徳 日本司法書⼠連合会 副会⻑

閉会挨拶

佐藤

慶浩 IDF副会⻑

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。

製品展示コーナー

12月9日(月) 12:00〜18:00 ／ 12月10日(火) 9:30〜15:00

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サイトにてご確認下さい。)

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)
電車利用

交通の
ご案内

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 ¥11,460- （税込）～
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