第9回

デジタル・フォレンジック・コミュニティ 2012 in TOKYO
12/10 （月）～12/11 （火）
詳細ページはこちら

「企 業 活 動 のグローバル化 に伴 うデジタル・フォレンジック基 盤 の確 立 」
- 今 、必 要 なリスク対 策 を考 える 12/10（月） ①基調講演１ ②基調講演２ ③研究会１ ④交流会
12/11（火） ①招待講演 ②国内事例報告 ③海外事例報告１ ④海外事例報告２
⑤研究会２
昨年のコミュニティ２０１１は「実務適用が広まったデジタル・フォレンジック」をテーマとして
開催致しましたが、その後、デジタル・フォレンジックは、オリンパス事件等の調査に適用された
だけでなく、三菱重工や衆参両議員会館等への標的型サイバー攻撃への調査でも使用される
等、適用場面が増えました。更に情報漏洩等の兆候を早期に発見し迅速に処置を取るために
デジタル・フォレンジックの考え方を組み込んだ各種情報システムのログ取得・管理と分析を
常時行う必要性の認識が高まって参りました。また、企業活動のグローバル化に伴い当該国の
法令による情報開示請求や知財侵害、贈収賄、カルテル等への対応要求リスクも高まって
きており、これらへ備えるためにもデジタル・フォレンジックが重要な対策となってきております。
コミュニティ２０１２では、これらに関する事例や適用技術及び関係法令と企業の対応方法等
を紹介し、クラウドでの情報消失事案についての考察も行います。
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 2012 実行委員会 会長(実行委員長) 佐々木 良一(東京電機大学 教授)
後
援： 情報セキュリティ政策会議／警察庁／金融庁／総務省／法務省／外務省／厚生労働省／経済産業省／
防衛省／海上保安庁／公正取引委員会／
(財)社会安全研究財団／(財)日本情報経済社会推進協会／公益財団法人金融情報システムセンター／
(独)情報処理推進機構／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／日本公認不正検査士協会(ACFE JAPAN)／
ISACA(情報システムコントロール協会)東京支部／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／(株)日本政策投資銀行
協 賛 企 業： (株)フォーカスシステムズ／(株)ＵＢＩＣ／ネットエージェント(株)／サン電子(株)／デロイト トーマツ リスク
サービス(株)／(株)ネットワークバリューコンポネンツ／ＳＣＳＫ(株)／(株)ゲネシスコンマース／
募集中
(株)Ｊｉ２／(株)くまなんピーシーネット／(株)ワイ・イー・シー／(株)サイバーディフェンス研究所／
日経ＳＹＳＴＥＭＳ／(株)ラック／ＡＯＳテクノロジーズ(株)／(株)ＫＰＭＧ ＦＡＳ／ハミングヘッズ(株)／
(株)アンラボ／ベル・データ(株)／オートノミー(株)／マカフィー(株)／
(株)オーク情報システム／ＮＲＩセキュアテクノロジーズ(株)／(株)ディアイティ／Payment Card Forensics(株)／
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー(株)／ニクサン(株)／大阪データ復旧(株)／
(株)ピーシーキッド／(株)ＮＴＴデータ／ＮＴＴデータ先端技術(株)
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
会
場：
参 加 費：
募 集 定 員：
お申 し込 み：

「ホテル グランドヒル市ヶ谷」(東京都新宿区市ヶ谷)
http://www.ghi.gr.jp/
［デジタル・フォレンジック研究会会員 \10,000-］ ［一般参加 \15,000-］ ［学生(社会人を除く) \5,000-］
260 名 ※申込締め切り 平成 24 年 11 月 30 日(金) 但し、定員になり次第締め切ります。
［WEB からのお申込み］ https://www.digitalforensic.jp/community/2012/com12.html
［FAX でのお申込み］ 申込用紙は WEB からダウンロードして下さい。
お問い合わせ： 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 1-23-1 フォーカス五反田第 2 ビル 6F
［電話］ 03-5420-1805
［FAX］ 03-5420-3634
［E-mail］ info@digitalforensic.jp
■参加者特典■ ： 「日経 SYSTEMS」の 1 年（12 冊）無料購読をお申込み頂けます。
■ポイント対象■ ： 公認不正検査士(CFE)の継続的専門教育(CPE)の対象となります。
IT コーディネータの運用ガイドラインに準じ、4 時間 1 ポイント(対象最大 13 時間)を付与します。
ISACA 認定資格(CISA/CISM/CGEIT/CRISC)は 50 分 1CPE(対象 10 時間35 分)となります。
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第9回

デジタル・フォレンジック・コミュニティ 2012 in TOKYO

【 プログラム 】

講演会場：瑠璃中・西の間(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１0 日 (月)
10:00～10:10

１２月１1 日 (火)
佐々木 良一

開会挨拶

デジタル・フォレンジック研究会 会長
東京電機大学 未来科学部 情報メディア学科 教授

10:10～11:00

「サイバー犯罪条約批准後の法的課題」
石井 徹哉

基調講演１

千葉大学大学院 専門法務研究科 教授

基調講演２

招待講演

「ネットワーク・フォレンジック」
名和 利男
(株)サイバーディフェンス研究所
情報分析部 部長 上級分析官

昼食・休憩 120 分

「クラウドサービスの各種リスクと
デジタル・フォレンジック」
司会：名和 利男
((株)サイバーディフェンス研究所 情報分析部
部長 上級分析官)
「クラウドに関するサイバーインシデント事例」

横浜地方検察庁 相模原支部 支部長検事

休憩 10 分

「第三者委員会における
デジタル・フォレンジックの役割」
国内事例報告
滝口 勝昭
滝口勝昭公認会計士事務所 所長、公認会計士

休憩 10 分
11:00～12:30

海外事例
報告１

14:00～14:50

海外事例
報告２

研究会１
※休憩を含む

休憩 15 分

米国 公認ｅ-ディスカバリー
スペシャリスト協会（ACEDS） Editorial Director

「アジア（日韓台）における
国際的証拠開示の現状と課題」
守本 正宏
(株)ＵＢＩＣ 代表取締役社長

休憩 10 分

「グローバル化に伴う法的リスク」
司会：伊藤 一泰

情報メディア学科 教授)
「クラウドの安全と安心
－各種リスクとフォレンジック」
上原 哲太郎(総務省 情報通信国際戦略局
通信規格課 標準化推進官 併 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)
「クラウドサービスで起こり得る
データ消失事故とその復旧」
中安 一幸(厚生労働省 政策統括官付情報政策
担当参事官室 室長補佐、北海道大学大学院
保健科学研究院 客員准教授)
「医療・介護分野における
クラウドサービスの利用」
森 亮二(弁護士法人英知法律事務所、弁護士)
「クラウドサービスと利用規約の有効性」
松本 直人(さくらインターネット研究所
上級研究員)
「クラウドで変わるエンジニアリング・スキル」

「米国の e-Discovery 最新事情」
Robert Hilson [逐次通訳]
昼食・休憩 90 分

パネリスト：
佐々木 良一(東京電機大学 未来科学部
14:00～17：00

「刑事法から見たデジタル・フォレンジック
（個人的見解）」
大橋 充直

10:00～10:50

休憩 10 分
11:10～12:00

09:00～09:50

((株)インターセントラル 取締役副社長)

パネリスト：※守本氏、滝口氏は討議のみ
小向 太郎((株)情報通信総合研究所
15:00～17:00

研究会２

法制度研究グループ 部長 兼 主席研究員)
「情報の国際流通に関する法的課題」
守本 正宏((株)ＵＢＩＣ 代表取締役社長 )

滝口 勝昭(滝口勝昭公認会計士事務所
所長、公認会計士)

生沼 寿彦(北浜法律事務所・外国法共同事業、
弁護士、弁理士、NY 州弁護士)
「法的リスクの地域別分析及び米国における
民事・刑事手続の特徴とデジタル・
フォレンジックとの関係」

総合司会 ： 舟橋 信 ((株)ＵＢＩＣ 取締役)

講師及び参加者の交流会

製品展示コーナー
※会費￥1,000- (コミュニティ参加費とは別途頂きます。) 10 日(月) 12:00～18:00 ／ 11 日(火) 9:00～14:00
交流会
軽食が用意されております。
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。
会場のご案内 ： ホテル グランドヒル市ヶ谷
※ご協賛 2 口以上でブースをご提供しております。
〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町 4-1 TEL:03-3268-0111(代表)

17:15～19:00

電車利用

講師、講演内容については、都合により変更する場合がございます。
最新情報は、HP（ http://www.digitalforensic.jp ）をご確認下さい。

交通の
ご案内

●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
自動車利用 ●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 \11,000-(税込み)

「特定非営利活動法人 デジタル・フォレンジック研究会」

