報道関係各位
2015 年 10 月 28 日
内閣府
日産副会長・志賀氏や元米国家情報長官・ブレア氏、インターポール・中谷氏が登壇！

主要プログラム概要決定
Cyber

3

Conference Okinawa 2015－Crafting Security in a Less Secure World－
Cyber3 = 「サイバーコネクション」、「サイバーセキュリティ」、「サイバークライム」

開催日：2015 年 11 月 7 日（土）、8 日(日)
開催場所：沖縄万国津梁館
http://cyber3conf-okinawa2015.jp

内閣府が世界経済フォーラム(World Economic Forum)の協力を得て、2015 年 11 月 7 日（土）～8 日（日）の 2 日
間沖縄にて開催する、サイバーセキュリティに関する国際会議『Cyber3 Conference Okinawa 2015－Crafting
Security in a Less Secure World－』の主要プログラム概要が決定しました。『Cyber3 Conference Okinawa 2015－
Crafting Security in a Less Secure World－』は、現在我々が直面するサイバーに関する問題を理解し、それに対処
していくことを目的として、政府や企業だけでなく、あらゆるレベルのステークホルダーが議論し、解決に導くことを目
的としています。
『Cyber3 Conference Okinawa 2015』は「サイバーコネクション」、「サイバーセキュリティ」、「サイバークライム」の３
つの主要トラック（合わせて『Cyber3』)から構成されています。本会議の中軸となる各トラックではトラック議長が指揮
を執り、政策リーダー、テクノロジーリーダー、そしてアカデミックリーダーが議長を補佐します。初日は、原則として、
各リーダーが一回ずつセッションの司会を務めます。二日目は、最終セッションにてトラック議長が司会を務め、その
後各トラックにおける議論のキーポイントをまとめて、最後のサマリーセッションにて発表します。
＜各トラックの見どころ＞※以下敬称略
■「サイバーコネクション」トラック 議長：志賀 俊之 (株式会社産業革新機構代表取締役会長、日産自動車副会長)
志賀氏がトラック議長を務め、「ハイパーコネクテッド・ワールド: 課題、論点、影響」や、「今後の IoT:サイバーコネクテ
ィビティの新たなグローバルビジョン」についての講演などが開催されます。
■「サイバーセキュリティ」トラック 議長：デニス・ブレア (Dennis Blair)（笹川平和財団米国会長、元米国家情報長
官）
ブレア氏がトラック議長を務め、大規模なサイバー戦争の抑止策を探る「サイバーと国家安全保障」や「平昌オリンピ
ック 2018、東京オリンピック 2020 に向けた取り組み」などが開催されます。
■「サイバークライム」トラック 議長：中谷 昇（国際刑事警察機構（インターポール） IGCI 総局長）
中谷氏がトラック議長を務め、「サイバークライムと戦うための各国法執行機関の取り組み」をテーマに、法執行機関
から見たサイバークライムの現状に関する議論や、国際法による規制の検討などを行います。
■報道関係者様参加登録
主要プログラム概要の決定を受けて、『Cyber3 Conference Okinawa 2015－Crafting Security in a Less Secure
World－』に参加ご希望の方は、以下情報を C3okinawaPR@group.dentsu-pr.co.jp までお送りください。皆様のご参加
を心よりお待ち申し上げております。
•11 月 7 日(土)、11 月 8 日(日)のご出席
•貴社名、貴媒体名、部署名、代表者様ご芳名
•代表者様ご連絡先（電話、FAX、E-mail）
•カメラスチール台数、 ムービー台数
•会議参加予定合計人数
•主催者や登壇者への個別取材のご希望
＜問合わせ先＞
■会議内容、運営、参加登録等に関して
Cyber3 Administration Office 事務局 担当：半藤、北岡 E-mail: info@cyber3conf-okinawa2015.jp
■報道機関における取材登録等に関して
Cyber3 Conference 広報事務局 担当：岩渕 E-mail: C3okinawaPR@group.dentsu-pr.co.jp

参考資料
≪トラック議長、トラックリーダー一覧≫
トラック議長

サイバーコネクション

サイバーセキュリティ

サイバークライム

志賀 俊之

デニス・ブレア

中谷 昇

リントン・ウェルズ 二世

ロッド・ベックストロ－ム
政策リーダー

世界経済フォーラム グローバル・アジ
ェンダ・カウンシル「行政の今後」メンバ
ー

ジャルノ・リムネル
テクノロジーリーダー

アカデミックリーダー

アルト大学サイバーセキュリティ教授
（フィンランド）；インスタ・グループ サイ
バーセキュリティ副社長

ウェルズ・アナリティクス マネージング・
パートナー；ミドルベリー国際大学院モン
トレー校サイバーセキュリティイニシアチ
ブ上級リサーチフェロー・博士

アンジェラ・マッケイ

フィリップ・モリス

デビット・バーグ
米・プライスウォーターハウスクーパー
ス社プリンシパル

ブリティッシュ・テレコムジャパン株式会
社チーフテクノロジーオフィサー

マイクロソフト社サイバーセキュリティー
政策／戦略担当責任者

ジム・フォスター

クリストファー・トレメヴァン

—

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究
科特別招聘教授

環太平洋大学協会事務局長

≪プログラム概要≫ 10 月 28 日時点
Ｓａｔｕｒｄａｙ， Ｎｏｖｅｍｂｅｒ ７
０９：００－０９：０５ Ｗｅｌｃｏｍｅ
登壇者

齋藤 ウィリアム 浩幸 内閣府参与、世界経済フォーラムグローバル・アジェンダ・カウンシル
０９：０５－０９：１０ Ｓｐｅｃｉａｌ Ｍｅｓｓａｇｅ
０９：１０－０９：２０ Ｗｅｌｃｏｍｅ

登壇者

島尻 安伊子 内閣府特命担当大臣（沖縄及び北方対策、科学技術政策、宇宙政策）
０９：２０－０９：２５ Ｗｅｌｃｏｍｅ

登壇者

山口 俊一 衆議院議員 前内閣府特命担当大臣（沖縄及び北方対策、科学技術政策、宇宙政策）
０９：２５－１０：１０ Ｍｏｄｅｒａｔｅｄ Ｐａｎｅｌ

司会者

登壇者

ニック・ゴーイング 世界経済フォーラム グローバル・アジェンダ・カウンシル「ジオエコノミクス」メンバー；キングスカレッジ
ソーシャル・サイエンスおよびパブリック・ポリシー非常勤講師

ブライアン・ノードマン 米国務省シニアアドバイザー
マイケル・チャートフ チャートフグループ、元米国土安全保障省長官
１０：１０－１０：２０ Ｓｐｅｅｃｈ

登壇者

下川 眞樹太 外務省総合外交政策局審議官、サイバー政策大使
１０：２０－１０：３５ Ｓｐｅｅｃｈ

登壇者

谷脇 康彦

内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター（ＮＩＳＣ）副センター長 （内閣審議官）
１０：３５－１０：４５ Ｃｈａｉｒ Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎｓ

登壇者

齋藤 ウィリアム 浩幸
１１：００－１２：３０ Ｓｅｓｓｉｏｎ １
１Ａ１：サイバーコネクション

セッションテーマ

ハイパーコネクテッド・ワールド： 課題、
論点、影響

１Ｂ１：サイバーセキュリティ

１Ｃ１：サイバークライム

サイバーと国家安全保障

サイバークライムと戦うための各国法執
行機関の取り組み

梶浦 敏範
講演者

司会

日本経済団体連合会 情報通信委員会
サイバーセキュリティに関する懇談会
座長

クリストファ−・トレメヴァン

アレキサンダー・ゼーゲル
デニス・ブレア

欧州評議会サイバー犯罪条約委員会
事務局長

リントン・ウェルズ 二世

中谷 昇

村井 純

田中 達浩

グリン・ルイス

慶應義塾大学 環境情報学部長・教授

富士通システム統合研究所主席研究
員、元自衛隊通信学校長、自衛隊情報
通信基盤（ＤＩＩ）管理運営室長

オーストラリア連邦警察サイバー犯罪
オペレーションコーディネーター

ミロスラフ・マイ

越塚 登

ポーランド・サイバーセキュリティー社
会長

英国ナショナル・クライム・エージェンシ
ー サイバーインテリジェンス・マネージ
ャー

東京大学大学院情報学環・教授

ジョン・Ｃ・イングリス

マイケル・フリン

村田 聡一郎

米国パラディンキャピタルグループ・ベ
ンチャーパートナー、米海軍兵学校サイ
バーセキュリティー学名誉客員教授、元
米国家安全保障局副長官

元アメリカ国防情報局長官

ロス・ファウラー
デジタルトランスフォーメーション副社長
アジア太平洋地域および日本ＩｏＥアクセ
ラレーション シスコ
討論参加者

ＳＡＰジャパンインダストリークラウド事
業統括本部長

ジョゼッペ・タージア
ノキア セキュリティ・ビジネス・ユニット
副社長

ポール・ウォート゛

白井 利明
警察庁長官官房参事官サイバーセキュ
リティ担当

パク・ノヒョン
高麗大学サイバーローセンター教授

１４：００－１５：３０ Ｓｅｓｓｉｏｎ ２
セッションテーマ

１Ａ２： サイバーコネクション

１Ｂ２： サイバーセキュリティ

１Ｃ２： サイバークライム

コネクテッドカー、ロボットなど：広がるイ
ンダストリアルＩｏＴ

平昌オリンピック２０１８、東京オリンピッ
ク２０２０に向けた取り組み

サイバー脅威に立ち向かうための、産
業全体の取り組み

—

—

講演者
司会

討論参加者

ジェフ・モス
ＤＥＦ ＣＯＮ コミュニケーションズ社長

ジャルノ・リムネル
野辺 継男

フィリップ・モリス
マーク・ヒューズ

アンジェラ・マッケイ
クリストフ・ニコラ

インテル株式会社戦略企画室チーフ・ア
ドバンスト・サービス・アーキテクト＆ダイ
レクタ

ブリティッシュテレコムセキュリティー最
高経営責任者

クデルスキグループ上級副社長

竹井 淳

高橋 智隆

インテル株式会社グローバルインター
ネット政策ディレクター

ホワイトハットセキュリティ セキュリティ
ストラテジスト主任

ロボ・ガレージ代表取締役社長；東京大
学先端科学技術研究センター特任准教
授；大阪電気通信大学総合情報学部客
員教授

スティーブ・イングラム
プライスウォータークーパーハウス プリ
ンシパル、ナショナルサイバーリーダー

リック・ハワード

ラインハルト・ポッシュ

パロアルトネットワークス セキュリティー
最高責任者

オーストリア政府チーフ・インフォメーシ
ョン・オフィサー

ジェリー・ホフ

ハワード・シュミット
リッジシュミットサイバー社共同設立
者、ブッシュ元米国大統領、オバマ米国
大統領元サイバーセキュリティー特別
補佐官

カルロス・モレイラ
ワイズキー最高経営責任者兼創設者

菊池 昇
豊田中央研究所 代表取締役所長

エルーカ・コイフヴネン
エフセキュア サイバーセキュリティーア
ドバイザー

セッションテーマ
講演者
司会

１５：４５－１７：１５ Ｓｅｓｓｉｏｎ ３
１Ａ３：サイバーコネクション
１Ｂ３：サイバーセキュリティ
今後のＩｏＴ： サイバーコネクティビティの セキュリティ侵入に対する新しい法令と
新たなグローバルビジョン
規制パラダイムの開発

ジャジー・イスティヤント

フランシスコ・モラン

インドネシア原子力研究開発機構 議長

欧州委員会チーフＩＴアドバイザー

ロッド・ベックストローム

ジム・フォスター
ジョン・フォーリー

ディビット・バーグ
名和 利男

川原 佳博

ＣＯＰＩＴＳ最高経営責任者

東京大学情報理工学研究科准教授

ハリー・ラデュゲ

株式会社サイバーディフェンス研究所
専務理事／上級分析官

クエック・チャン

ネットワーク・セントリック・オペレーショ
ンズ・インダストリー・コンソーシアム最
高責任者；デトロイトサイバーリスクシニ
アアドバイザー

シェリ・マグワイア

ジム・ペンロース

クライブ・ラインズ

アクセスナウ ポリシーディレクター

ダークトレース サイバーインテリジェン
ス上級副社長

山田 真貴子

佐藤 慶浩

オーストラリア・サイバーセキュリティ・
センター サイバーセキュリティコーディ
ネーター

総務省情報通信国際戦略局長

株式会社日本ヒューレットパーカード チ
ーフ・プライバシー・オフィサー
Ｄａｙ １： Ｓｕｍｍａｒｙ Ｓｅｓｓｉｏｎ

アジアＩＣＡＮＮ副会長

ジョセフ・ロレンツォ・ホール
討論参加者

デモクラシー・アンド・テクノロジーセンタ
ー チーフテクノロジスト

ラマン・シーマ

１７：２５－１７：５５
司会
パネリスト

１Ｃ３：サイバークライム
情報と脅威インテリジェンス共有のため
の枠組みづくり
—

グローバル・ガバメント・アフェアサイバ
ーセキュリティー・ポリシー・シマンテッ
ク社副社長

ステイン・ショルバーグ
元ノルウェー高等裁判所判事

ニック・ゴーイング
徳田 英幸 慶應義塾大学環境情報学部／大学院政策・メディア研究科委員長兼教授
レックス・ヒューズ ケンブリッジ大学サイバーイノベーションネットワーク

１７：５５－１８：２５

Ｓｐｅｅｃｈ ＆ ＱＡ

テーマ

マイナンバー制度

登壇者

甘利 明 内閣府特命担当大臣（経済財政政策）、経済再生担当、社会保障・税一体改革担当

テーマ

サイバー空間の脅威への対処

登壇者

河野 太郎 国家公安委員会委員長

１８：２５－１８：４０

Ｓｐｅｅｃｈ ＆ ＱＡ

１９：３０－２１：００ Ｃｏｏｌ Ｊａｐａｎ Ｄｉｎｎｅｒ
Ｓｕｎｄａｙ， Ｎｏｖｅｍｂｅｒ ８
０９：００－０９：０５ Ｄａｙ ２ － Ｗｅｌｃｏｍｅ
登壇者

齋藤 ウィリアム 浩幸
０９：０５－０９：３５

Ｐｌｅｎａｒｙ Ｉｎｔｅｒｖｉｅｗ

司会者

小谷 真生子 ＢＳジャパン「日経プラス１０」メインキャスター

パネリスト

ユージン・カスペルスキー カスペルスキー研究所 取締役会長兼最高経営責任者

セッションテーマ
司会者

０９：４５－１１：１５ Ｓｅｓｓｉｏｎ ４
２Ｂ１：サイバーセキュリティ
Ｓｕｍｍａｒｙ

２Ａ１：サイバーコネクション
Ｓｕｍｍａｒｙ

志賀 俊之
ロッド・ベックストローム
ジャルノ・リムネル
クリストファ−・トレメヴァン

デニス・ブレア
リントン・ウェルズ 二世
フィリップ・モリス
竹井 淳

討論参加者

２Ｃ１：サイバークライム
Ｓｕｍｍａｒｙ

中谷 昇
アンジェラ・マッケイ
ディビット・バーグ
マイケル・フリン
アラン・コーン
ステップトー・アンド・ジョンソン法律
事務所法律顧問、元米国国土安全
保障省次官補

１１：４５－１２：４５
司会者
議長

Ｓｕｍｍａｒｙ Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ

リチャード•サマンス 世界経済フォーラム 常務取締役
志賀 俊之
デニス・ブレア
中谷 昇
１２：４５－１３：００ Ｗｒａｐ－ｕｐ ／ Ｃｌｏｓｉｎｇ

登壇者

リチャード・サマンス
齋藤 ウィリアム 浩幸
１３：００－１３：０５ Ｃｌｏｓｉｎｇ

登壇者

島尻 安伊子
１３：１５－１４：４５ Ｌｕｎｃｈ

※プログラム及び登壇者は変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。

