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<<中国情報通信懇談会／会員情報>> 

「Internet Week ショーケース in 広島」を開催します！ 
～2018年に押さえておきたい Internetの最新トピックス～ 

1. 日時

2018年 5月 31日(木) ～  2018年 6月 1日(金)

2. 会場

広島大学 東千田キャンパス 未来創生センター

（〒730-0053 広島県広島市中区東千田町１丁目 1－89）

※懇親会は、クリップ広島（広島市中区東千田町１丁目 1－18 広島トヨペット内スペース）

3. 主催

一般社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンター (JPNIC)

4. 共催

広島大学

2018年 5月 31日(木)から 6月 1日(金)までの 2日間、JPNICと広島大学は「Internet 

Week ショーケース in 広島」を広島大学東千田キャンパスにて開催いたします。このイベン

トは、JPNIC が毎年 11 月頃に東京で開催している「Internet Week」より、参加者から特に

好評だったセッションや地元技術者からのニーズが多いセッションを厳選し、再構成して、首

都圏以外で開催するものです。

ご事情により通常の Internet Week へのご参加が難しい方に、ネットワーク・サーバ運用管

理、セキュリティ対応など、インターネット最新技術動向を短期間で気軽に、しかしながらし 

っかりと学んでいただける内容をご提供します。 

 また、講演の模様は、現地参加が難しい方に向けてストリーミング配信する予定ですので、

この機会をぜひご利用ください。セミナーの参加費は無料、懇親会は有料です（要お申込）。

お近くの方は、お誘いあわせの上、ぜひご参加ください。

mailto:jimukyoku@cic-infonet.jp
http://www.cic-infonet.jp/


5. 内容 

2018年 

5 月 31 日

(木) 

13:05 

～ 

14:25 

「企業ネットワークIPv6導入指南」 

西村浩二(広島大学教授/広島地域IPv6推進委員会委員長) 

中川あきら(日本インターネットエクスチェンジ株式会社) 

14:30 

～ 

16:00 

「90分で分かるサーバ証明書の最新動向 ～いまTLSとトラストが熱いんで

す」 

木村泰司(JPNIC) 

大津繁樹(ヤフー株式会社) 

島岡政基(セコム株式会社) 

16:00 

～ 

17:15 

基調パネルディスカッション「広島とインターネット、そしてこれから」 

モデレータ：長谷部克幸(日本電信電話株式会社) 

パネリスト:相原玲二(広島大学教授) 

加藤朗(慶応義塾大学教授) 

前田香織(広島市立大学教授) 

村井純(慶応義塾大学教授)※遠隔登壇 

2018年 

6月1日(金) 

10:00 

～ 

11:30 

「サイバー攻撃に耐える組織と運用」 

『サイバー攻撃最前線 -広島版-』 

中津留勇(SecureWorksJapan株式会社) 

『45分で分かる！今求められるSOC、CSIRTの姿とは』 

武井滋紀(ISOG-J/NTTテクノクロス株式会社) 

早川敦史(ISOG-J/NECソリューションイノベータ株式会社) 

13:00 

～ 

16:30 

「押さえておきたい！基盤技術」 

『Wi-Fiの混雑に向き合う基本的知識とオフィスWi-Fi提供時の課題』 

熊谷暁(DMM.comラボ株式会社/CONBU)  

『DNSの基本と最新動向』 

 其田学(株式会社インターネットイニシアティブ) 

『インターネットルーティングセキュリティ最新動向』  

岡田雅之(JPNIC) 

『トラフィックエンジニアリング 地域ISP編』 

 熊本豊(ミテネインターネット株式会社)、平井則輔(ソフトバンク株式会

社) 

13:00 

～ 

16:00 

「インシデント対応ハンズオン2017」 

竹田春樹(JPCERT/CC)、中津留勇(SecureWorks Japan株式会社) 

※別会場で平行して行われる少人数制の実習プログラムです。 

 詳細は、以下の本イベントWebサイトをご覧ください 

 https://www.nic.ad.jp/sc-hiroshima/program.html 

https://www.nic.ad.jp/sc-hiroshima/program.html


 

6. 対象者 

  インターネットの技術者およびインターネット技術と社会動向に興味のある方 

 

7. 参加費/お申込方法等 

(1) 参加費 

    セミナー：無料（要お申込） 

  懇親会：通常料金 5,000円（2018年 5月 28日(月)17:00までの事前決済で 3,500円 ） 

(2) お申込方法 

  参加をご希望される方は、以下の URLからお申し込みください。 

  https://www.nic.ad.jp/sc-hiroshima/apply.html 

(3) 参加者数 

  約 200名予定 (ストリーミング配信も予定しています) 

 

8. 協賛 

  株式会社日本レジストリサービス、アカマイ・テクノロジーズ合同会社、 

株式会社インターネットイニシアティブ、日本インターネットエクスチェンジ株式会社、 

    株式会社エネルギア・コミュニケーションズ、株式会社 QTnet 

 

9. 後援 

  ICT教育推進協議会、一般財団法人インターネット協会、(ISC)2、 

一般社団法人 JPCERTコーディネーションセンター、一般社団法人 情報処理学会 中国支部、 

一般社団法人 電子情報通信学会 中国支部、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会、 

日本セキュリティオペレーション事業者協議会、日本 DNSオペレーターズグループ、 

日本ネットワーク・オペレーターズ・グループ、中国情報通信懇談会、総務省中国総合通信局、 

    広島地域 IPv6推進委員会 

 

問合せ先 

  Internet Week ショーケース in 広島 担当 

  E-mail: iw-info@nic.da.jp 

  TEL: 03-5297-2311（JPNIC内） 

https://www.nic.ad.jp/sc-hiroshima/apply.html


in  広 島
2018. 5. 31 木~ 6. 1 金　開催

2018 年に押さえておきたい最新技術情報や議論 /交流の場をお届けします！

13:05-14:25

  　

14:30-16:00

16:00-17:15

内容

プログラム

主催 共催

※このプログラムは2018年4月9日現在のものです。
 最新のプログラムは https://www.nic.ad.jp/sc-hiroshima/program/ をご参照ください。

Day 1　2018 年 5月 31 日 木

17:30-18:30
懇親会

企業ネットワークへのIPv6導入指南
‐オープニングセッション：広島地域とIPv6
 　西村浩二 (広島大学 情報メディア教育研究センター長 教授 /
　　　　　   広島地域IPv6推進委員会委員長) 

90分で分かるサーバ証明書の最新動向 
～いまTLSとトラストが熱いんです～

基調パネルディスカッション
「広島とインターネット、そしてこれから」

‐世界で進むIPv4の品質劣化とIPv6の導入、
     　　　　　　　　　　　ところで企業のIPv6対応は?
　  中川あきら(日本インターネットエクスチェンジ株式会社(JPIX)) 

‐イントロダクション
 　木村泰司(一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター) 
 

‐パネルディスカッション ～今後、どうなっていくのか～
　モデレーター：木村泰司(JPNIC) 
　パネリスト：島岡政基(セコム株式会社 IS研究所) 
　　　　　　　大津繁樹(ヤフー株式会社) 

‐運用の観点から見たTLSプロトコルの動き
 　大津繁樹(ヤフー株式会社) 
 
‐今理解しておくべきトラスト
　　　　　　～Web PKIのサーバ証明書事情～
 　島岡政基 (セコム株式会社 IS研究所) 
 

モデレーター：長谷部克幸(日本電信電話株式会社)
パネリスト：相原玲二(広島大学 副学長 教授)
　　　　　　加藤朗(慶應義塾大学 大学院メディアデザイン研究科 教授)
　　　　　    前田香織(広島市立大学 大学院情報科学研究科 教授)
　　　　　    村井純(慶應義塾大学 環境情報学部 教授)  

10:00-11:30

  　

13:00-16:30

13:00-16:00

Day 2　2018 年 6月 1日 金  
サイバー攻撃に耐える組織と運用

‐サイバー攻撃最前線 -広島版-
 　 中津留勇(SecureWorks Japan 株式会社) 

押さえておきたい！基盤技術

インシデント対応ハンズオン 
for ショーケース

‐45分で分かる！今求められるSOC、CSIRTの姿とは　  
　  武井滋紀(ISOG-J/NTTテクノクロス株式会社) 
      早川敦史(ISOG-J/NECソリューションイノベータ株式会社) 

‐Wi-Fiの混雑に向き合う基本的知識と
　　　　　　　　　　　オフィスWi-Fi提供時の課題 
 　熊谷暁 (DMM.comラボ/CONBU) 
 

‐トラフィックエンジニアリング 地域ISP編
　熊本豊 (ミテネインターネット株式会社)
    平井則輔 (ソフトバンク株式会社) 

‐DNSの基本と最新動向 
 

‐インターネットルーティングセキュリティ最新動向
 　岡田雅之 (一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター) 
 

竹田春樹(一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター)
中津留勇(SecureWorks Japan株式会社) 
※別会場で行われる少人数形式のハンズオンセミナーです。

‐押さえておきたい！基盤技術セッションまとめ
 

　会場：クリップ広島(Cliiip Hiroshima)　広島トヨペット内スペース
　　　　広島市中区東千田町1-1-18 

お申し込みはこちらから！

広島大学 東千田キャンパス 東千田未来創生センター 会場 （広島県広島市中区東千田町 1丁目 1-89 ）

・セミナー：無料   
・懇親会：早期割引価格　3,500 円 ※申込期間：5月２日17:00 まで。

それ以降のお申し込みは参加費 5,000 円となります。
参加費

CPE

CPE

CPE

CPE CPEクレジットの対象セッションです。参加申込時に(ISC)2メンバIDなどの必要事項をご入力ください。
対象セッション受講60分につきCPE１ポイントが後日付与されます。


