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会 場 参 加 ： ［IDF会員 ¥10,000-］ ［一般参加 ¥1５,000-］ ［学生(社会人を除く) ¥5,000-］

オンライン参加： ［IDF会員 ¥5,000-］ ［一般参加 ¥1０,000-］ ［学生(社会人を除く) ¥3,000-］

［WEB］https://digitalforensic.jp/home/community-17-2020/
［FAX］ お申込用紙はWEBサイトよりダウンロードして下さい。
２０２０年11月2７日(金) 但し、定員になり次第締め切ります。
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［電話］03-5420-1805［FAX］03-5420-3634 ［E-mail］info@digitalforensic.jp

第１７回 デジタル・フォレンジック・コミュニティ 2020 in TOKYO
後戻りできないニューノーマル時代におけるデジタル・フォレンジック

－ これからの社会における利便性と安全性の均衡 －

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2020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）

新型コロナウイルス感染症の影響で、これまでの社会生活が一変し、
テレワークが主体の勤務形態等、後戻りできないニューノーマル
時代が到来しました。それにより一層のデジタル化が浸透し、
時代に対応したデジタル革命による利便性の向上が求められる
ことでしょう。
しかし、こうした時代であるからこそデジタル社会における安全
性がないがしろにされてはなりません。ニューノーマル時代に
おいて生活やビジネスにおける継続した安全・安心な情報社会の
ためにデジタル・フォレンジックの果たすべき役割を考えることと
しました。

お問合わせ

お申込み

申込締切

参加費
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後 援

募 集 定 員
会場参加 １２０名
オンライン参加 2８０名

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。

Ｅｍｐｏｗｅｒｅｄ ＪＡＰＡＮ 実行委員会

https://www.empoweredjapan.com/

ポ イ ン ト 申 請 対 象特 別 協 力

２０２０／１２／７（月）
２０２０／１２／８（火）

協 賛



製品展示コーナー 12月７日(月) 12:00～18:00  ／ 12月８日(火) 9:30～15:00

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。

第１７回 デジタル・フォレンジック・コミュニティ20２０ in TOKYO

後戻りできないニューノーマル時代におけるデジタル・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)

１２月８日（火）

9：10～10：00

講演４
「サイバー犯罪を正しく解決するために必要な
組織能力とは何か」

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）

10：00～10：10 休憩／表彰式準備

10：10～10：40 DF優秀若手研究者表彰式

10：40～11：30

講演５
「コロナ禍のセキュリティ侵害状況と新たな
ＩＴ環境構築と法整備」
花村 実 （マイクロソフト（株） サイバーセキュリティ

ソリューション チーフセキュリティアドバイザー）

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

13：30～1３：５０ 企業プレゼン

1３：５0～14：40
講演６
「デジタル基盤としてのマイナンバー制度の最近の動向」
筧 文貴 （内閣官房 番号制度推進室・

IT総合戦略室 参事官補佐）

14：40～14：50 休憩／研究会準備

14：50～16：50

研究会２
「民事訴訟のIT化とデジタル・フォレンジック」

座長：湯淺 墾道 （情報セキュリティ大学院大学
副学長 情報セキュリティ研究科 教授、IDF理事）

パネリスト：

吉峯 耕平 （田辺総合法律事務所 弁護士）
平岡 敦 （たつき総合法律事務所 弁護士）

杉本 純子 （日本大学 法学部 教授）

16：50～17：00 閉会挨拶 佐藤 慶浩 IDF副会長
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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)

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 ¥11,460- （税込）～

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。)
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１２月７日（月）

09：20～10：0０ コロナ対応受付にご協力下さい。

10：00～10：10
開会挨拶 安冨 潔
コミュニティ2020実行委員会 委員長、IDF会長
京都産業大学 法学部 客員教授、弁護士

10：10～11：00
講演１
「テレワークにおけるフォレンジック」
佐藤 慶浩 （オフィス四々十六、IDF副会長）

11：00～11：10 休憩

11：10～12：00

講演２
「HDD、SSD等のデータ消去の課題とフォレンジック」
上原 哲太郎（立命館大学 情報工学部 教授）

下垣内 太（アイフォレンセ日本データ復旧研究所（株））

12：00～13：30 昼食・休憩／企業展示

13：30～14：20
講演３
「ニューノーマル時代のＳｅｃｕｒｉｔｙPostureとは何か」
河野 省二（日本マイクロソフト（株）

技術統括室 チーフセキュリティオフィサー）

14：20～14：45 企業プレゼン

14：45～15：00 休憩／研究会準備／企業展示

15：00～17：00

研究会１
「組織内の重要システムへのサイバー侵害と
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：
氷見 基治 （三菱電機インフォメーションネットワーク（株）

経営システム事業部 シニアアドバイザー）
土居 啓介 （(一社)JPCERTコーディネーションセンター

早期警戒グループ 脆弱性アナリスト）
陳 仲寬 （Cycraft Technology（株）

シニアリサーチャー）


