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プ ロ グ ラ ム P R O G R A M  
 

時間                                        セッション・講演者 

13:15 – 13:20 オープニング TCG 日本支部議長 河野  誠一  様 

13:20 – 14:00 

Society5.0 社会における IoT をとりまくセキュリティの現状と 

対策への考え方 

一般社団法人  JPCERT コーディネーションセンター   

経営企画室 兼 早期警戒グループ 担当部長 洞田  慎一  様 

14:00 – 14:40 

ブロックチェーン概要とブロックチェーン 2.0 への展望 

株式会社リコー プラットフォーム統括本部 プラットフォーム統括センター  

IoT 統括室 開発一グループ グループリーダ 東  義一  様  

14:40 – 14:50                                               休   憩 

14:50 – 15:30 
ブロックチェーン技術の特性と標準化の意味 

株式会社レピダム 取締役 フェロー 林  達也  様 

15:30 – 16:10 
シスコのブロックチェーンプラットフォーム、及び、社内活用事例 

シスコシステムズ合同会社 イノベーションセンター  センター長 今井  俊宏  様 

16:10 – 16:20                                               休   憩 

16:20 – 17:30 

パネルセッション「ブロックチェーン技術が社会にもたらす影響と課題」 

進行役：日本アイ・ビー・エム株式会社 東京基礎研究所 

            FSS & ブロックチェーン・ソリューションズ 部長 吉濱  佐知子  様 

パネリスト： 

-  株式会社リコー プラットフォーム統括センター  

   IoT 統括室 開発一グループ  グループリーダ 東  義一  様 

-  株式会社レピダム 取締役 フェロー 林  達也  様  

-  シスコシステムズ合同会社 イノベーションセンター  センター長 今井  俊宏  様 

-  慶応義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任准教授 鈴木  茂哉  様  

-  一般社団法人日本デジタルマネー協会 代表理事 本間  善實  様  

17:30 – 17:50 
TCG最新動向のご紹介、閉会 

TCG 理事 TCG 組込系 WG 共同議長 小谷  誠剛  様 

18:00 – 19:30 デモ/展示観覧 ＆ ネットワーキング (NEXT3) 

※上記プログラムは変更する場合がございます。            

 

 

 

無線 LAN：  Next-1【SSID】udx-08【PASS】udx-n008 

  Next-3【SSID】udx-10【PASS】udx-n010 

TOILET・喫煙場所： お手洗いは、会場を出て、右手通路にございます。お煙草をお吸いになる方は、お手洗い

隣の喫煙所をご利用ください。 

                                                    

※無線 LAN はご利用人数よっては通信不具合などの可能性が

ございます。また、機器との相性で起こりうる不具合には責任

を負いかねますので予めご了承ください。 
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講 演 詳 細 S E S S I O N  &  S P E A K E R S  

▼13:20 – 14:00   

Society5.0 社会における IoT をとりまくセキュリティの現状と対策への考え方 

洞田 慎一 HORATA, Shinichi 

一般社団法人 JPCERTコーディネーションセンター 

経営企画室 兼 早期警戒グループ 担当部長 

前職において大学のシステム管理業務に従事。2015年 4月に、JPCERTコーディネーションセンター

早期警戒グループ情報分析ラインに着任。2016 年 4 月より現職。情報セキュリティアナリストとし

て、主に国内を標的としたサイバー攻撃に対する情報収集や分析、早期警戒情報、注意喚起情報の提

供などに従事する他、カンファレンス等での啓発活動なども行っている。 

講演概要：Society5.0 社会の実現などにおいて、IoT などの技術に対する社会の関心や期待は高まっている。しかし、

IoT を活用したシステム応用やシステム連係が進み、サイバー面だけでなくフィジカル面を含めたセキュリティに対す

る脅威が指摘されつつある。本セッションでは、IoT を例としてサイバー・フィジカルでのセキュリティ課題について

現状と対策の考え方について説明する。 

▼14:00 – 14:40 

ブロックチェーン概要とブロックチェーン 2.0 への展望 

東 義一 AZUMA, Yoshikazu 

株式会社リコー  プラットフォーム統括本部 プラットフォーム統括センター 

IoT統括室 開発一グループ グループリーダ   

前職含む 1997 年からのエンジニアのキャリアを通じて、一貫してネットワークやセキュリティな

どの ICT 基盤技術の製品搭載のための設計開発、及び上流の R&D 業務に従事。 

前々TCG プライマリコンタクト、また、現 Wi-Fi Alliance テクニカルコンタクト等の社外団体のリ

コー代表を歴任し、過去に Ethernet や無線 LAN 関連の標準化活動や技術普及活動にも参画。 

業界内で先行して WPA2 Enterprise 等の機能群を、自社製 Wi-Fi チップと共に、TPM によって保護された形で業務用

ディジタル複合機へ搭載したのに引き続き、近年はＳＤＮ：Software-Defined Networkingを複合機向けに応用するソ

リューションを製品化する等、ICT 基盤技術開発による貢献を継続している。 

AI×IoTによる第四次産業革命に向かうにあたり、データ管理・保全技術としてのブロックチェーン技術に注目している。 

講演概要：暗号通貨を支える基盤技術として誕生したブロックチェーンは、致命的な破綻をすることがない頑強な仕組

みが注目され、通貨以外の応用が模索され始めた。この取組みを「ブロックチェーン 2.0」と呼ぶ。 

本講演では、概念的に押さえて置くべき「ブロックチェーン」の特長をおさらいしながら TCG との接点に触れる。弊社

社内事例を含むブロックチェーン活用の実例を挙げながら、後に続く個々の講演・パネルディスカッションへの導入と

なるような概説を企図する。 

▼14:50 – 15:30 

ブロックチェーン技術の特性と標準化の意味 

林 達也 HAYASHI, Tatsuya 

株式会社レピダム  取締役 フェロー 

エンジニア、コンサルタントを経て、2004 年、株式会社レピダムを設立し、代表取締役に就任。

2018 年 11 月からは同社フェロー。 

Applied Research を業務領域として、技術の実用化することをミッションに、研究開発支援とプロ

トタイピングを中心としたソフトウェア開発とコンサルティングを行なっている。 

2009 年頃から主に IETF、W3C を中心とした標準化活動に参加。 
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2013 年より、OpenID ファウンデーション・ジャパンに参加しアイデンティティ分野の技術者および企業コミュニテ

ィをリードしている。ココン株式会社取締役 CTO、合同会社パロンゴ CTO 等を兼務し、通信プロトコル、認証・認可

等のセキュリティ領域、プライバシーやパーソナルデータ等を主な活動対象として産学官を跨いだ活動を行う。 

近年は、Internet と Personal Data の延長線上の領域として、Blockchain 及び分散台帳技術や、VCGTF 等仮想通貨事

業におけるセキュリティについて取り組んでいる。 

講演概要：ブロックチェーンは注目を集めている技術とはいわれているものの、Bitcoinのユースケースがエポックメイ

キングな内容であったため、IT 業界で散見される「今までになかった画期的な技術」「何でも出来る魔法の技術」とい

った見方がされる傾向にある。 

しかし、いわゆるブロックチェーンと呼ばれるシステムは、既存の技術要素をうまく組み合わせたこと、そしてそれを

適切なタイミングで社会に展開した「成功した社会実験」としての側面が大きい。 

同時に、今までにないいくつか特殊な要素として、Bitcoin 等は実体経済に影響を与えている点、基盤となる Internet

と Computer の遍在的ともいえる普及が実現した後という点、人類の社会活動の多くが Internet 上に移った点などが

大きい。 

今回は、これらの周辺構造を踏まえつつ、ブロックチェーンが技術として今後どうなっていくべきか、重要になるのは

どういう技術要素なのかを講演者の視点でお話させて頂きます。 

▼15:30 – 16:10 

シスコのブロックチェーンプラットフォーム、及び、社内活用事例 

今井 俊宏 IMAI, Toshihiro 

シスコシステムズ合同会社  イノベーションセンター  センター長 

シスコにおいて、2012 年 10 月に IoT インキュベーションラボの立上げ、2014 年 11 月には IoE

イノベーションセンターの設立、そして現在、世界各国で展開するイノベーションセンターの東

京センター長として、顧客とのイノベーション創出やエコパートナーとのソリューション開発に

従事。 

講演概要：仮想通貨の盛り上がりと共に、近年、その取引の基盤技術となるブロックチェーン技術を使ったサービスが、

金融以外の分野へも徐々に広がりを見せている。 

また、ブロックチェーン上で契約をプログラム化する仕組みであるスマートコントラクトへも高い関心が寄せられ、

IoT と結合する事で、様々な分野への応用が期待されている。 

本講演では、シスコが取組むエンタープライズ向けブロックチェーンの取組みに関して紹介する。 

▼16:20 – 17:30 

パネルセッション「ブロックチェーン技術が社会にもたらす影響と課題」 

吉濱 佐知子 YOSHIHAMA, Sachiko 

日本アイ・ビー・エム株式会社  東京基礎研究所 シニア・テクニカル・スタッフ・メンバー 

FSS & ブロックチェーン・ソリューションズ 部長 

2001 年より米 IBM のワトソン研究所で勤務。2003 年に日本 IBM 東京基礎研究所入社し、トラス

テッド・コンピューティングや情報フロー制御、Webセキュリティなど、情報セキュリティ関連の

研究に携わる。現在はブロックチェーン技術を活用したインダストリー・ソリューションやツール

の研究開発、およびビジネス創出に取り組んでいる。ACM 会員、情報処理学会シニア会員。博士（情報学）。 

講演概要：巷では仮想通貨関連で話題になることの多いブロックチェーンではあるが、その技術は貿易やサプライ

チェーン管理などの企業間情報連携や、IoT など、非金融系を含めたさまざまな領域に適用可能と言われている。一方、

これまでに様々な実証実験などが実施されてきたが、これらの実用化はそれほど進んでいない。また市場の盛り上がり

を見せる仮想通貨関係でも、取引所への攻撃や 51%攻撃などのインシデントが度々発生し、安全性への懸念がある。 

本パネルセッションでは、様々な業界でブロックチェーンに取り組んでいる方々をお招きし、ブロックチェーンの技術

動向や普及にむけた課題、将来的な可能性などについて議論していただく。 

 

 

パネリストのご紹介は裏面をご覧ください。 
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パネリスト： 

株式会社リコー 東様、株式会社レピダム 林様、シスコシステムズ合同会社 今井様に加え、以下 2 名様、計 5 名様。 

本間 善實  HOMMA, Yoshimitsu 

一般社団法人日本デジタルマネー協会  代表理事 

株式会社ユナイテッド・ビットコイナーズ  代表取締役 &共同創立者 

半導体営業＆マーケティング、ネットワークセキュリティ事業企画、ネットワーク事業企画などを

経て、2014年 1月、一般社団法人日本デジタルマネー協会を設立。2017年 1月、株式会社ユナイ

テッド・ビットコイナーズを設立。主にビットコインのレイヤー2 の技術と市場開発に専念中。複数

のビットコイン・ブロックチェーン関連企業のアドバイザーを担当中。 

鈴木 茂哉  SUZUKI, Shigeya 

慶応義塾大学大学院  政策・メディア研究科  特任准教授 

情報システム研究者およびエンジニア。コンピュータネットワーク、コンピュータを用いた通信、

ブロックチェーン技術、サイバーセキュリティ、量子情報システム、および、RFID を含む実空間

情報システムの研究に従事。システムアーキテクチャ、ソフトウェア開発についてのエキスパート。

1989 年よりインターネットに基づく情報システム開発に従事。慶應義塾大学大学院政策・メディ

ア研究科において博士号取得。現在、慶應義塾大学環境情報学部訪問准教授、慶應義塾大学 SFC 研

究所ブロックチェーンラボ副代表、WIDE プロジェクトボードメンバを兼任。電子情報通信学会英

文論文誌(EB)編集委員。 

▼17:30 – 17:50 

TCG最新動向のご紹介、閉会 

小谷 誠剛  KOTANI, Seigo 

TCG 理事 TCG 組込系 WG 共同議長  

1982 年、富士通入社、研究所配属、超伝導コンピュータ研究に従事。 

1991 年、超伝導コンピュータ研究に拠り博士号(工学、名古屋大学)取得。 

1994 年、超高速計算機の応用としてセキュリティ研究開始。 

2006 年、TCG 非常任理事当選(日本初)、富士通米国研究所へ移籍、渡米。 

2008 年、TCG 常任理事へ昇格。 

2011 年、帰国、TCG 組込系 WG 設立/共同議長就任、自動車を含むセキュリティ標準化/ビジネス開拓に従事。 

2012 年、トヨタ様の TCG 加盟を機に自動車サブ G を共同議長として立ち上げ、現在に至る。 

講演概要： 2004 年のノートパソコンへの TPM 実装から始まった現実社会への TCG の貢献が、昨今、大きく変化、広

がり、自動車、IoT、産業、金融/仮想通貨、インフラ等への展開を見せています。その事を本日の多くのご講演でご実

感頂けた事と思います。〆としまして、最新の TCG 状況をご報告させて頂きたいと考えています。 

 

 

本日は、「 TCG 日本支部 10 周年・セキュリティーワークショップ」にご参加いただき 

誠にありがとうございました！ 

 

本日の発表資料について： 

公開が可能な資料に関しては、後日以下のサイトよりダウンロードいただけます。 

本日の講演資料とは一部異なる場合もありますので、予めご了承ください。 

https://trustedcomputinggroup.org/work-groups/regional-forums/japan/jrfworkshop 

TCG/JRFについて: 

詳細や入会に関するご案内は下記 URLより入手いただけます。 www.trustedcomputinggroup.org 

 

 

 

 

https://trustedcomputinggroup.org/work-groups/regional-forums/japan/jrfworkshop
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