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第7期 サイバーセキュリティ戦略マネジメント研究会 参加申込書 開催期日：2021年10月～2022年1月（全5回）

会員区分

□ 企業情報化協会会員

□ 準会員（カスタマーサポート部門会員）

□ 会員外

参加者人数
名

参加費合計
円

ふりがな

会社名

住 所
〒 －

所属/お役職

派遣責任者 E-Mail

電話番号 ＦＡＸ

ご要望記入欄 Pjt No. IK308

参加費

（1名様・税込み）

区分 参加費

IT協会正会員

準会員（カスタマーサポート部門会員）
220,000円

会員外 242,000円

「第7期 サイバーセキュリティ 戦略マネジメント研究会」 参加申込書
研究会へ参加をご希望の方は下記申込書に必要事項をご記入の上、メール添付もしくはFAXにてIT協会までご送信ください。

お問い合せ・お申込先 個人情報の取扱いについて 事務局
使用欄

公益社団法人企業情報化協会
TEL.03-3434-6677
FAX.03-3459-1704

〒105-0011 東京都港区芝公園３－１－２２
URL： http://www.jiit.or.jp
E-Mail： entry＠jiit.or.jp

公益社団法人企業情報化協会（IT協会）は、個人情報の保護に努めてお

ります。詳細は小会のプライバシーポリシーをご覧ください。

今回、ご記入いただきました皆様の個人情報は、本催し（カンファレンス・セミナ

ー・研究会）に関する確認・連絡および各種諸手続きのため機密保護契約を

締結した業務委託先（事務局協力会社および郵便物発送業者）に預託す

ることがありますのであらかじめご承知おきください。

※ 請求書と参加証は派遣責任者様宛てに送付致します。それ以外をご希望の方はご要望記入欄にご記入下さい。

※ 2名以上申込み参加の場合は、追加1名につき会員 165,000円（税込）、一般 198,000円（税込）となります。
※ 参加費には消費税10％を加算しております。

メール送信先：info@jiit.or.jp FAX送信先：03-3459-1704／事務局 宛

2021年10月29日（金）～ 2022年1月28日（金）全5回

オンライン開催
（ZOOM）

■ 研究テーマ■■■■■
● サイバーセキュリティ最新情勢と動向
● 東京２０２０大会でのインシデントと振り返り
● ゼロトラストの基本と実際～そのトレンドと実装事例～
● ＤＸ推進とサイバーセキュリティの両立に向けて
● セキュリティ人材育成・ベストプラクティスの構築と先進事例
● 経営課題としてのサイバーセキュリティと組織づくり

～企業価値向上に向けた取り組みと経営者の意識改革～

■ 参加対象■■■■■
● 情報システム部門管理者
● IT系企業の情報セキュリティご担当責任者
● 情報システム部門情報セキュリティご担当責任者
● サイバーセキュリティ対策にご関心のある方

「Society5.0時代を迎えた我が国の
サイバーセキュリティ政策」

基調講演

総務省
サイバーセキュリティ統括官

巻口 英司 氏

第7期
サイバーセキュリティコンソーシアム
企画委員会 委員長

野村ホールディングス株式会社
グループ情報セキュリティ担当 執行役員

吉村 潤 氏

第7期
サイバーセキュリティコンソーシアム
企画委員会 コーディネータ

一般社団法人日本サイバーセキュリティ・
イノベーション委員会 代表理事

梶浦 敏範 氏



※プログラムにつきましては内容および日程が変更となる場合がございます。プログラムテーマは一部仮題を含みます。

第 2 回 11月26日（金）経営課題としてのサイバーセキュリティ
〜セキュリティ投資の優先順位と企業価値の向上へ・・・事業継続の観点と求められるマネジメント・経営者の意識改革〜

「大規模イベント開催時に関連して発生した事象に学ぶ

〜経営者の意識変革を促す努力を〜 」

第 3 回 12月17日（金）ゼロトラスト基礎と実際・適用事例

第 5 回 2022年１月２8日（金）企業事例に学ぶサイバーセキュリティの取り組みと組織体制

第 4 回 2022年1月14日（金）セキュリティ人材育成・サプライチェーンリスクマネジメント

「サプライチェーン攻撃のリスク対策とセキュリティリスクレイティング
〜サプライチェーンリスクマネジメントの現状と課題/

セキュリティ リスクレイティングという新しいアプローチ〜」

NTTデータ先端技術株式会社

「社員一人ひとりの成長へ
〜気づきの提供と成長を後押しする環境作りへの挑戦〜」

株式会社サイバーディフェンス研究所

「ゼロトラスト 基礎と実際
〜DX推進、働き方改革とセキュリティの両立〜」

NRIセキュアテクノロジーズ株式会社

コーディネータ 梶浦 敏範 氏 一般社団法人日本サイバーセキュリティ・イノベーション委員会 代表理事

「日清食品グループが実践する
ゼロトラストセキュリティ戦略の要諦」

日清食品ホールディングス株式会社

時間 内容

14:00～14:10 コーディネーターによる課題提起

14:10～15:00 ゲストスピーカーによる講演 (1)

15:00～15:10 休憩

15:10～16:00 ゲストスピーカーによる講演(2)

16:00～16:50 ディスカッション・情報交換・発表・質疑応答

16:50～17:00 コーディネーターによるまとめ

第7期 サイバーセキュリティコンソーシアム 企画委員一覧

開催にあたって

Society5.0時代を迎えた近年、リモートワークの進展、５G、クラウド、AI、IoTの普及とともにワークスタイル変革と社会を取り
巻く情勢はまさにデジタルイノベーションの潮流の中にあります。そしてこのような情報化社会の前提を無しに、現在の生活と経済を
語ることは不可能な時代となっています。

しかしその一方で情報漏洩や増加する不正アクセス、最新型のウイルスを送りつける「標的型メール」など、サイバー犯罪は増加
傾向にあり、標的として、個人、企業、そして国家までもがその脅威に晒されています。

このような状況下、産業界においても情報セキュリティに対する投資は、必要不可欠かつ積極的に推進すべき戦略的IT投資と
してとらえる企業経営者も多くなってまいりました。

小会では、“経営とITの融合”を目指し、様々な活動を展開しておりますが、その根底に存在する情報セキュリティ問題は避け
て通れない重要な経営課題と位置付けております。従いまして小会では今後のＤＸの進展における“サイバーセキュリティ”の有り方
に着目し、その対策方法や有効性について、有識者による解説や先進事例、企業事例等を紹介し、当該領域の探求と情報収
集を行う場の提供を目的として、本研究会・シンポジウムを開催いたします。この機会に積極的なご参加、お申込みをお願い申し
上げます。 公益社団法人企業情報化協会 会長 小縣 方樹

～拡大するサイバー脅威に対 して必要な組織体制の構築 と人材育成～

第7期 サイバーセキュリティ 戦略マネジメント研究会 研究会プログラム

第 1 回 10月29日（金） サイバーセキュリティ最新動向
〜DX推進と両輪で取り組むためのマネジメント、現在進行形のインシデントについて2020大会等の事例を検証〜

「Society5.0時代を迎えた
我が国のサイバーセキュリティ政策」

総務省

「今のままでは自らを守れない日本のサイバーセキュリティ！！
~オリンピック、最近のサイバー犯罪・攻撃の傾向から見る考え方の転換とは~」

NPO法人CeFIL副理事長 デジタルビジネスイノベーションセンター協同設立者
一般社団法人サイバー犯罪捜査・調査ナレッジフォーラム 共同設立者・理事

インターポール グローバルサイバー犯罪捜査専門委員会委員

西野 弘 氏
株式会社オリエント 代表取締役

一般社団法人サイバー犯罪捜査・調査ナレッジフォーラム 理事

二宮 英樹 氏

基調講演①

第7期 サイバーセキュリティ戦略マネジメント研究会 各回の基本スケジュール

最新動向

企業事例 最新動向

「三菱電機が志向する
サイバーセキュリティの取り組み」

三菱電機株式会社

企業事例

住信SBIネット銀行株式会社

企業事例

最新動向

企業事例

サイバーセキュリティ統括官
巻口 英司 氏

サイバーセキュリティコンサルティング部
上級セキュリティコンサルタント 鳥越 真理子 氏 情報企画部・課長 岩下 輝彦 氏

セキュリティ事業本部 事業推進部

人事総務担当担当課長 宮坂 孝 氏 代表取締役社長 藤本 大 氏

「進化するサイバー保険
グローバル動向と今後の展開」

東京海上日動火災保険株式会社

企業商品業務部責任保険グループ
専門次長 教学 大介 氏

「DX推進におけるサイバーセキュリティの在り方」

基調講演② 適用事例

新型コロナウイルス感染症の状況を
鑑みオンライン開催とさせていただきます。 企画部 部長代理

松丸 剛 氏

【委 員 長】 吉村 潤 野村ホールディングス株式会社 グループ情報セキュリティ担当 執行役員

【副 委 員 長】 金村 俊哉 東日本旅客鉄道株式会社 技術イノベーション推進本部 システムマネジメント部門 部長

【コーディネータ】 梶浦 敏範
一般社団法人日本サイバーセキュリティ・イノベーション
委員会

代表理事

【 委 員 】 岩田 彩子 オリックス生命保険株式会社 IT業務管理部長

今井 貴 SCSK株式会社 セキュリティサービス部 副部長

原田 康彦 NSSLCサービス株式会社 サービス品質管理部 情報セキュリティ管理グループリーダ

高口 正孝 NTTコミュニケーションズ株式会社 情報セキュリティ部 セキュリティマネジメント室 室長

前田 典彦 株式会社FFRIセキュリティ 社長室長

江渕 誠 関西電力株式会社 IT戦略室 サイバーセキュリティグループ チーフマネジャー

玉本 宏之 コニカミノルタ株式会社 IT企画部 セキュリティマネジメントグループ サブリーダー

北村 達也 SBテクノロジー株式会社 法人公共事業統括 法人第一本部 プリンシパルアドバイザー

貞広 憲一 株式会社セブン銀行 金融犯罪対策部 サイバーセキュリティ対策室・主任調査役

山本 扇治 SOMPOシステムズ株式会社 サイバーセキュリティ部・部長

小林 治 株式会社大京 大京ユニット情報システム部 システム運用課 課長

齋藤 広志 鉄道情報システム株式会社 経営企画部 情報セキュリティ室長

宮本 寿郎 東京海上日動火災保険株式会社 IT企画部次長 兼 リスク管理グループリーダー

高橋 宏子 東京海上日動システムズ株式会社 ITインフラサービス本部 ITサービス管理部 課長

渡辺 裕一 東京ガス株式会社 デジタルイノベーション戦略部 情報セキュリティ担当部長

結城 則尚 内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター 重要インフラグループ 内閣参事官

大川 一仁 日興システムソリューションズ株式会社 ビジネスインフラシステム部・部長

岩下 輝彦 日清食品ホールディングス株式会社 情報企画部 課長

阿曽 賢一 株式会社日本総合研究所 セキュリティ統括部・部長

川邉 建次郎 日本電信電話株式会社 技術企画部門 セキュリティ・アンド・トラスト室 担当部長

鍵和田 知明 野村ホールディングス株式会社 グループ・IT統括部 危機管理課長

鈴木 竜自 東日本電信電話株式会社 デジタル革新本部 デジタルイノベーション部 サイバーセキュリティ部門・部門長

北見 英之 株式会社日立システムズパワーサービス マネージドサービス事業部 本部主管

村山 厚 株式会社日立製作所 情報セキュリティリスク統括本部 情報セキュリティ戦略企画本部 本部長

上田 光一 株式会社マクニカ 経営戦略本部 プラットフォーム開発室 室長

赤荻 真由美 みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 サイバーセキュリティ統括室 室長

徳永 祐一 株式会社三井Ｅ＆Ｓホールディングス 経営企画部 情報セキュリティ室長

齊藤 雄介 三井住友カード株式会社 システム統括部 シニアマネージャー

渡邊 隆史 三井住友海上火災保険株式会社 営業企画部 部長 営業ＩＴ推進室長

瀬戸 誠 三菱電機株式会社 情報セキュリティ統括室 室長

下岡 広志 合同会社ユー・エス・ジェイ IT部 課長

砂田 浩行 株式会社横浜銀行 ICT推進部 エグゼクティブプロフェッショナル

大槻 晃助 株式会社ラック CSS統括部 セキュリティ事業推進部 担当部長

以上（順不同・敬称略）

情報セキュリティ統括室

セキュリティ技術部長 花岡 圭心 氏

SecurityScorecard 株式会社

専務理事 上級分析官
名和 利男 氏


