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● NSF2012 in Kansai
主　催： 日本ネットワークセキュリティ協会西日本支部
日　時： 2012年10月24日（水）
会　場: 新梅田研修センター
ＵＲＬ： http://www.jnsa.org/seminar/nsf/2012kansai/

１． Gartner Symposium/ITxpo 2012
主　催： ガートナー ジャパン株式会社
日　時： 2012年10月3日（水）～5日（金）
会　場: ホテル グランパシフィック LE DAIBA　
ＵＲＬ： http://gartner-em.jp/symposium2012/

2． 電子署名・認証業務普及セミナー
主　催： 一般財団法人日本情報経済社会推進協会
日時・会場： 
 2012年10月 5日（金）：東京（AP西新宿4階）
 2012年10月26日（金）：名古屋（AP名古屋 名駅8階）
 2012年11月 9 日（金）：横浜（AP横浜駅西口4階）
 2012年11月22日（木）：大阪（AP大阪4階）
 2012年12月 7日（金）：東京（AP東京八重洲通り11階）
ＵＲＬ： http://www.jipdec.or.jp/dupc/event/shomei/

3． 平成24年度　情報モラル啓発セミナー
主　催：  中小企業庁、各地方経済産業局、
 財団法人 ハイパーネットワーク社会研究所
日時・会場： 
 2012年10月：大阪
 2012年11月：宮城
 2012年12月：長野
 2013年 2月：愛知
ＵＲＬ： http://www.hyper.or.jp/moral

4． 情報セキュリティワークショップin 越後湯沢2012
主　催： 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
日　時： 2012年10月12日（金）～10月13日（土）
会　場: 新潟県南魚沼郡湯沢町（湯沢町公民館等）
ＵＲＬ： http://www.anisec.jp/yuzawa/

5． PacSec 2012 セキュリティ カンファレンス
主　催： dragostech.com inc
日　時： 2012年11月14日（水）～11月15日（木）
会　場: 青山ダイアモンドホール
ＵＲＬ： http://pacsec.jp/

6． Internet Week 2012
主　催： 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）
日　時： 2012年11月19日（月）～22日（木）
会　場: 富士ソフトアキバプラザ（東京都千代田区）
ＵＲＬ： https://internetweek.jp/

7． かごしまITフェスタ2012
主　催： 鹿児島ITフェスタ実行委員会
日　時： 2012年11月30日（金）～12月2日（日）
会　場: 鹿児島アリーナ
ＵＲＬ： http://www.it-festa.jp/

 主催セミナーのお知らせ

後援 ･ 協賛イベントのお知らせ
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JNSA 部会・WG2012 年度活動

1.社会活動部会
  部会長：西本逸郎 氏/株式会社ラック  
  副部会長：丸山司郎 氏/株式会社ラック
　外部に向けた情報発信や対外的な社会貢献活動、国際
連携や他組織との連携などを推進する。
　具体的には、政府関連のパブコメ対応や勉強会などの対
外活動、委託事業や外部への普及啓発などの社会貢献活
動、指導者育成や講師派遣などの対外的支援活動、国際・
他団体連携などを進める。

【セキュリティ啓発WG】
（リーダー：平田敬 氏/株式会社ブリッジ･メタウェア）
　2012年度も引き続き、経済産業省委託事業「インターネッ
ト安全教室」の内容検討、シンポジウムの企画開催、共催
団体へのサポートを行う。

【指導者育成セミナー講師ＷＧ】
（リーダー：持田啓司 氏/株式会社大塚商会）
　2012年度も引き続き、経済産業省委託事業「中小企業
情報セキュリティ対策促進事業」の枠組みの中、「中小企業
向け指導者育成セミナー」の内容検討及びセミナー講師を行
う。

【在宅勤務における情報セキュリティ対策検討WG】
（リーダー：冨田高樹 氏/みずほ情報総研株式会社）
　昨年度に作成した「在宅勤務における情報セキュリティ対
策ガイドブック」を改訂する。改訂に際しては、昨今の社会
的ニーズを踏まえ、「節電要請の可能性のある環境下での
事業継続とセキュリティ対策」の視点から、活用可能なソリュ
ーションやノウハウについても追記する。
　成果物「オフィスの節電と在宅勤務における事業継続・情
報セキュリテイ対策ガイドブック」を7月13日に公開

【日本の政党政策評価ＷＧ】
（リーダー：米澤一樹 氏/株式会社シマンテック）
　日本の各党の情報セキュリティに対する政策を、民間とい
う立場から評価し公表することで、我が国政府に対する、
JNSAの存在価値を高める。

２．調査研究部会
（部会長：加藤雅彦 氏/株式会社インターネットイニシアティブ）
　主に調査活動と技術的研究や勉強会などを行っていく。 
　調査事業としては被害調査および市場調査を2大事業と
して推進し、技術的研究としてIPv6などの新コンピューティ

ング技術の調査研究、およびスマートフォンの安全な利用に
関する調査研究を行う。
　また、新たな技術の調査研究に必要な勉強会、BoFなど
は随時行う。

【セキュリティ被害調査ＷＧ】 
（リーダー：大谷尚通 氏/株式会社NTTデータ）
　発生確率調査（本調査）を実施し、報告書を作成し公開
する。2011年発生確率調査の結果から本調査のテーマを
選択・深堀り、および 2011年調査以外の他エリアの発生
確率調査を実施する。2011年個人情報漏えい調査報告書
を作成し公開する。2012年の調査に向けて、調査項目の
検討、準備および調査を実施する。
＜予定成果物＞
● 「2011年情報セキュリティインシデントに関する調査報告書

（個人情報漏えい編）」
● 「2011年情報セキュリティインシデントに関する調査報告書

（発生確率編）」
● 「2011年情報セキュリティインシデントに関する調査報告書

（発生確率編 サマリ版 英訳）」
● 「社内教育に役立つ 個人情報漏えいインシデント調査結果

（データ集2011 CD-ROM）」
● 「2011年情報セキュリティインシデントに関する調査報告

書＜個人情報漏えい編（上半期速報）＞」

【セキュリティ市場調査ＷＧ】 
（リーダー：加藤雅彦 氏/株式会社インターネットイニシアティブ）
　昨年度に引き続き、従来と同様の枠組みで市場調査を行
い、結果を公表する。
＜予定成果物＞　
● 2012年度市場調査報告書

【ＩＰｖ６セキュリティ検証ＷＧ】 
（リーダー：許先明 氏/株式会社ラック）
　IPv6対応時のセキュリティ確保のため、現状のIPv6環
境に対する攻撃等を分析できる環境を構築し、基礎データ
を収集する。

【スマートフォン活用セキュリティポリシーガイドライン 
策定WG】

（リーダー：加藤智巳 氏／株式会社ラック）
　スマートフォン活用セキュリティポリシーガイドライン正式版の
リリースを予定。WGの開催と正式版リリース後に情報交換
会の開催を行う。
＜予定成果物＞
● スマートフォン活用セキュリティポリシーガイドライン

（正式版）
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【SNSセキュリティWG】
（リーダー：高橋正和 氏／日本マイクロソフト株式会社）
　SNSのセキュリティ、プライバシーの扱い方を、報告書とし
てまとめる。
＜予定成果物＞
● SNS上での情報交換、ＷＧの開催と、報告書のとりまとめ

及び報告書SNSサイトの更新等。

【組織で働く人間が引き起こす不正・事故対応ＷＧ】
（リーダー：甘利康文 氏／セコム株式会社）
　組織で働く人間が引き起こす事故、すなわち意図を持った
「内部不正」と、意図のない「ヒューマンエラー」を対象とし
て、これらの「内部不正・事故」の防止／抑止方法論を具
体的にまとめることを目的とする。 
＜予定成果物＞
● 内部不正･事故抑制に関する具体的ソリューションの提

案書（ソリューションガイド）
● 内部不正･事故対応の具体事例（ベストプラクティス）集

3．標準化部会
（部会長：中尾康二 氏/ＫＤＤＩ株式会社）
　昨年度に引き続き、業種・業界・分野等の標準化・ガイド
ライン化などを推進する。具体的には、JNSA目線のセキュ
リティベースラインの提供、情報セキュリティ対策ガイドライン
の策定などを進める。また、国際標準との親和性の高い案
件については、国際標準への提案も視野に入れて、議論を
進める。

【アイデンティティ管理ＷＧ】
（リーダー：宮川晃一 氏/日本ビジネスシステムズ株式会社）
　今年度よりWG名を「セキュリティにおけるアイデンティティ
管理 WG」から変更。
　アイデンティティ管理の必要性の啓発および導入指針の提
示などによる普及促進、市場活性化を目的とする。
＜予定成果物＞
● ロール管理ガイドライン
● クラウド環境におけるアイデンティティ管理書籍改訂版

【セキュアプログラミングＷＧ】 
（リーダー：塩田英二 氏/TIS株式会社）
　セキュアシステム構築技術の普及・啓蒙と関連する標準
化活動への関与を通しての貢献を行う。
セキュアプログラミングの原則に関するSC27WG4ほか国際
標準関連活動へのコメント、OWASP等他団体との連携等。
＜予定成果物＞
未定（今年度は成果物として公開物は無く次年度の準備）

● セキュアプログラミングの原則に関するSC27WG4ほか国
際標準関連活動へのコメント

● OWASP等他団体との連携　など

【情報セキュリティ対策マップ検討ＷＧ】 
（リーダー：奥原雅之 氏/富士通株式会社）
　「情報セキュリティ対策マップ」の作成に関する以下のアウ
トプットを作成する。
● 組織全体の情報セキュリティ対策の状況を確認することが

できる「情報セキュリティ対策マップ」のコンセプト
● これを作成するための手法や記述モデル
● 実例としての汎用的な標準情報セキュリティ対策マップ案
＜予定成果物＞
● 標準対策マップ案
● マップ作成ガイド（仮称）
● キーマンズネット記事

【国際化活動バックアップＷＧ】 
（リーダー：中尾康二 氏/KDDI株式会社）
　JNSAとISFとの連携、およびKISIAとの連携など、
JNSAと国際連携にかかわる検討を行い、必要な共同成果
物の策定に努め、JNSAの他WG活動の活性化につなげる。
　2度のISO/SC27会合（5月、10月）、ISF総会などへの
参加を通じて、ISFとの国際連携につき、一定の方向性を
出す。連携の方向性が見出せない場合は、ISFとの関係
の見直しを考える。（年度末を目処）
　また、韓国KISIAとの連携についても、具体的な活動に
向けた整理を実施し、連携活動を軌道に乗せる。
＜予定成果物＞
● 「クラウドセキュリティにかかわる技術ガイドライン」のドラフト
　2012年5月開催のISO/SC27会合で大枠のフレームを策
定し、具体的なドラフトは、10月ISO/SC27において提案す
る予定。

【ＰＫＩ相互運用技術ＷＧ】 
（リーダー：松本泰 氏/セコム株式会社）
　PKIに関する課題をＷＧなどで議論し、活動の成果を
PKI day 2012等のイベントで発表する。

４．教育部会
（部会長：安田直 氏/株式会社ディアイティ）
　良質かつ社会のニーズに適合したセキュリティ人材の育成
のため、必要とされる知識・技能等の検討を行い、実際の
大学や専門学校等で評価実験を行うと共に、部会メンバー
が実際に教育を行う機会を持ち、その成果を会員共同プロ
ジェクトや産学協同プロジェクトとして実施することにより会員
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ならび社会に還元する。

【情報セキュリティ教育研究ＷＧ】
（リーダー：長谷川長一 氏/株式会社ラック）
　今年度よりWG名を「セキュリティ講師スキル研究WG」か
ら変更。情報セキュリティ教育に必要なインストラクションスキ
ルの他、必要なスキル、教育の様々な方式（座学、演習、
ワークショップ、ケーススタディ、PBL、競技等）、手法や技術（ク
ラウド、ソーシャルメディア、ストリーミング等）の研究を行う。
＜予定成果物＞
● 情報セキュリティ教育の手引き2012年度版（仮称）

【情報セキュリティ教育実証ＷＧ】
（リーダー：平山敏弘 氏/日本アイ･ビー･エム株式会社）
　今年度よりWG名を「情報セキュリティ基本教育実証
WG」から変更。
　平成24年度も、岡山理科大学において、履修2単位対
象となる半期（6ヶ月）で計15回の講義を継続実施中。また
東京デザインテクノロジー専門学校においては、昨年の情報
セキュリティ講義の受講対象者を広げ通期（12ヶ月）で計30
回の講義を実施中。講義内容は座学講義に加えて実機利
用やケーススタディなどの実践力強化講義となっている。後
期は、教育部会として人材育成に関わる新たな試みとして、
「情報セキュリティ教育研究WG」で研究した成果を協力し
てくれる学校での実証を特別講義や公開講座として実施予
定。
＜予定成果物＞
● 講義資料「情報セキュリティ」の作成及びJNSA HP上で

の公開。
● WG実証成果についてはJNSA活動成果として学会での

論文発表を予定。

【IT･セキュリティキャリア女性活躍推進ＷＧ】
（リーダー：北澤麻理子 氏/ドコモ･システムズ株式会社）
　IT業界で働く女性たちの環境やキャリアプラン等の実態お
よび意識を調査し、課題を抽出して改善方策を考察する。
同時に、Face to Faceにこだわらない参加形態を模索。働
き方の多様性を提言するための検証の場とする。
＜予定成果物＞
● 情報セキュリティ業界で働く女性の実態調査報告書

（仮称）

５．会員交流部会
（部会長：小屋晋吾 氏/トレンドマイクロ株式会社）
　情報セキュリティ業界の健全な発展のために会員向け 
サービスを充実させ、業界の発展に貢献する。

　具体的には、勉強会や製品紹介サイトの運営、情報交換・
情報発信などを行う。

【セキュリティ理解度チェックＷＧ】
（リーダー：大溝裕則 氏/株式会社ＪＭＣ）
　日本の情報セキュリティのリテラシー向上を目指し、「理
解度セルフチェックサイト」、「情報セキュリティ理解度チェッ
ク」、「情報セキュリティ理解度チェック・プレミアム」の利用
者増加のための活動を行う。今年度は、ITリテラシー問題
セットの追加を行う予定。

【ＪＮＳＡソリューションガイド検討ＷＧ】
（リーダー：村上智 氏/株式会社シマンテック）
　2011年度内のソリューションカイドのリリースを受け、2012
年度は「JNSAソリューションカイド検討WG」から名称を変
更。ソリューションカイドの更なる活用を踏まえ、年間の活動
を通じて会員企業及び会員企業が有しているソリューション
のPRを図る。

６．西日本支部
（支部長：井上陽一 氏/JNSA顧問）
　関西に拠点を置くメンバー企業が中心となり、提携団体と
の協働の下、西日本におけるネットワーク社会のセキュリティ
レベルの維持・向上に資すると共に、リスクの変化に応じた
機動的な対応の実践を支援するため、先進性を追及、質
の高いサービスを提供する事を目的として、中小企業に軸足
を置いた活動を行う。
　また新企画として、近畿経済産業局と情報セキュリティの
現在について定例会議を開催する。

【情報セキュリティチェックシートＷＧ】
（リーダー：嶋倉文裕 氏/富士通関西中部ネットテック株式会社）
　リスクを洗い出し、評価、対策することを支援する「出社し
てから退社するまで中小企業の情報セキュリティ対策実践手
引き」と情報セキュリティチェックシートとの対応付けを行い、
現状の情報セキュリティチェックシートの不足内容や構成、
整理の仕方を検討し、中小企業が実際にチェック・アクショ
ンに活用出来る情報セキュリティシートチェックシートへと改訂
を行う。
　また、クラウド、スマートフォンと言った新しいサービスやデ
バイスのセキュリティについても、情報セキュリティチェックシー
トへの取り込み方を検討する。
＜予定成果物＞
● 情報セキュリティチェックシート　改訂版
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【出社してから退社するまでのリスク対策ＷＧ】
（リーダー：元持哲郎 氏/アイネット･システムズ株式会社）
　2011年度版「出社してから退社するまで中小企業の情報
セキュリティ対策実践手引き」で対応しなかったスマートデバ
イス、クラウド向けに、中小企業におけるセキュリティ対策を
検討する。
＜予定成果物＞
● 「出社してから退社するまで中小企業の情報セキュリティ

対策実践手引き修正版」
● 「出社してから退社するまで中小企業の情報セキュリティ

対策実践手引き追補版」

【企画･運営ＷＧ】
（リーダー：齋藤聖悟 氏/株式会社インターネットイニシアティブ）
　西日本企業のセキュリティ啓発を目的として、セミナーおよ
び勉強会を実施していく。

７．Ｕ４０部会
（部会長：前田典彦 氏/株式会社Kaspersky Labs Japan）
　若年層を対象メンバーとして、JNSAの若返り、若年層の
活動活発化、幅広い人脈形成を目的として活動を行う。

【JNSAラボネットＷＧ】
（リーダー：一宮隆祐 氏/日本電気株式会社）

● JNSA内、ラボネットを利用した検証での環境の提供
● ラボネットを利用した技術検証の実施

【勉強会企画検討ＷＧ】
（リーダー：前田典彦 氏/株式会社Kaspersky Labs Japan）
U40部会員の知識・スキル向上を目指し、勉強会を企画・
開催する。勉強会は講師からの講義だけにとどまらず、グル
ープディスカッションやハンズオンも取り入れ活発な意見交換
を行う。部会員以外のJNSA会員からも勉強会参加者を募
り、部会員同士・JNSA会員・講師との人脈形成を行う。

８．情報セキュリティ教育事業者連絡会（ISEPA）
（代表：与儀大輔 氏/株式会社ラック）
　今年度は、四半期ごとのセキュリティ人材数のWeb公開
の継続及び事業者の連携事例の発表の継続を予定してい
る。また、ISEPAイベント開催の検討も行う。

９．日本セキュリティオペレーション事業者協議会 
     （ISOG-J）

（代表：武智洋 氏/株式会社ラック）
　セキュリティオペレーションの普及・啓発及び事業者間の
技術レベル及びサービスレベル向上にむけた各種活動を行
う。
＜予定成果物＞
● 「セキュリティ診断・検査のためのガイドライン」（検討中）
● 「情報セキュリティ小六法」改訂版

【セキュリティオペレーションガイドラインＷＧ】
（リーダー：調整中）
　新たにサービス利用者向けのガイドラインを作成に向けて、 
フィージビリティスタディを行うことで活動を進める。

【セキュリティオペレーション技術ＷＧ】
（リーダー：川口洋 氏/株式会社ラック）
　セキュリティ技術の情報交換及びセミナー実施。また、事
業者間の情報連携の実践を検討予定。

【セキュリティオペレーション関連法調査ＷＧ】
（リーダー：出口幹雄 氏/富士通株式会社）
　内部及び外部セミナーの企画、その他イベント運営、
ISOG-J全般運営を実施予定。

【セキュリティオペレーション認知向上･普及啓発ＷＧ】
（リーダー：多田昭仁 氏/株式会社日立情報システムズ）
　内部及び外部セミナーの企画、その他イベント運営、
ISOG-J全般運営を実施予定。

【標的型攻撃対策検討ＷＧ】
（リーダー：齋藤衛 氏/株式会社インターネットイニシアティブ）
　標的型サイバー攻撃に関する情報共有と官公庁との情報
連携を予定。
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会　長　田中　英彦　 情報セキュリティ大学院大学 
 研究科長 教授
副会長　髙橋　正和 日本マイクロソフト株式会社　
副会長　中尾　康二 ＫＤＤＩ株式会社
副会長　大和　敏彦 ＺＴＥジャパン株式会社

理　事 （50音順）

遠藤　直樹 東芝ソリューション株式会社
大城　卓 新日鉄ソリューションズ株式会社
小橋　喜嗣 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社
兜森　清忠 マカフィー株式会社 
桑田　潤 大日本印刷株式会社 
後藤　和彦 株式会社大塚商会
小屋　晋吾 トレンドマイクロ株式会社 
桜井　鐘治 三菱電機株式会社 情報技術総合研究所 
下村　正洋 株式会社ディアイティ 
橘　　伸俊 株式会社ネットマークス
西尾　秀一 株式会社ＮＴＴデータ
西本　逸郎 株式会社ラック
藤川　春久 セコムトラストシステムズ株式会社
村上　智 株式会社シマンテック 
山田　秀樹 EMCジャパン株式会社
吉原　勉 株式会社インターネットイニシアティブ

幹　事 （50音順）

安達　智雄 日本電気株式会社
大島　耕二 株式会社ネットマークス
大溝　裕則 株式会社ＪＭＣ
岡庭　素之 キヤノンITソリューションズ株式会社
勝見　勉 株式会社 情報経済研究所
加藤　雅彦 株式会社インターネットイニシアティブ
北折　昌司 東芝ソリューション株式会社
北澤　麻理子 ドコモ・システムズ株式会社
郷間　佳市郎 株式会社日立システムズ
後藤　忍 セコムトラストシステムズ株式会社
小屋　晋吾 トレンドマイクロ株式会社 
佐藤　憲一 株式会社OSK
嶋倉　文裕 富士通関西中部ネットテック株式会社 
下村　正洋 株式会社ディアイティ 
髙橋　正和 日本マイクロソフト株式会社

田中　年男 ネットワンシステムズ株式会社
中尾　康二 ＫＤＤＩ株式会社 
西本　逸郎 株式会社ラック
森　　直彦 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社
半田　富己男 大日本印刷株式会社
樋口　健 株式会社インフォセック
平田　敬 株式会社ブリッジ・メタウェア
蛭間　久季 株式会社アークン
二木　真明 アルテア・セキュリティ・コンサルティング
安田　直 株式会社ディアイティ
油井　秀人 富士通エフ・アイ・ピー株式会社
与儀　大輔 株式会社ラック
米澤　一樹 株式会社シマンテック
渡辺　仙吉 日本アイ・ビー・エム株式会社

監　事

土井　充 （公認会計士　土井充事務所）

顧　問
井上　陽一
今井　秀樹 中央大学　教授
北沢　義博 法律事務所フロンティア･ロー　弁護士
武藤　佳恭 慶応義塾大学　教授
前川　徹 サイバー大学　教授
村岡　洋一 早稲田大学　教授
安田　浩 東京電機大学　教授
山口　英 奈良先端科学技術大学院大学　教授
吉田　眞 東京大学　名誉教授

事務局長 

下村　正洋 株式会社ディアイティ

JNSA 役員一覧 2012 年 8 月現在



32

【あ】

（株）アーク情報システム
（株）アークン
（株）アイ・ティ・フロンティア
（株）アイテクノ
アイネット･システムズ（株）
アイマトリックス（株）
アルテア・セキュリティ・コンサルティング

（株）アルテミス
アルプスシステムインテグレーション（株）
イーデザイン損害保険（株）
EMCジャパン（株）
株式会社イーセクター
伊藤忠テクノソリューションズ（株）
イルポンテ（株）
学校法人 岩崎学園

（株）インターネットイニシアティブ
（株）インテック
（株）インテリジェントウェイブ
インフォサイエンス株式会社

（株）インフォセック
ウェブルート株式会社

（株）AIR
エクスジェン･ネットワークス株式会社
ＳＣＳＫ（株）
（株）エス・シー・ラボ
NRIセキュアテクノロジーズ（株）
NECネクサソリューションズ（株）
ＮＨＮ　Ｊａｐａｎ(株）
ＮＫＳＪリスクマネジメント（株）
エヌ･ティ･ティ・アドバンステクノロジ（株）
エヌ･ティ･ティ・コミュニケーションズ（株）
エヌ･ティ･ティ・コムウェア（株）
NTTコムテクノロジー（株）

（株）NTTデータ
（株）NTTデータCCS
NTTデータ先端技術（株）
F5ネットワークスジャパン（株）
オー･エイ･エス（株）

（株）OSK
（株）大塚商会

【か】

（株）Kaspersky Labs Japan
キヤノンＩＴソリューションズ（株）
九電ビジネスソリューションズ（株）
京セラコミュニケーションシステム(株）
クオリティソフト(株)
グローバルセキュリティエキスパート（株）
クロストラスト（株）

（株）ケーケーシー情報システム
KDDI（株）

（株）コンシスト
CompTIA　日本支局

【さ】

（株）サイバーエージェント
サイバーソリューション（株）

（株）シー・エス・イー
CA Technologies

（株）JMC
ジェイズ・コミュニケーション（株）
JPCERTコーディネーションセンター

（株）シグマクシス
シスコシステムズ合同会社
システム･エンジニアリング･ハウス（株）

（株）シマンテック
（株）情報経済研究所
新日鉄ソリューションズ(株）
新日本有限責任監査法人
セキュリティ・エデュケーション・アライアンス・ジャパン
セコム(株)
セコムトラストシステムズ（株）
ZTEジャパン（株）
ソニー（株）
ソフォス（株）
ソフトバンク･テクノロジー（株）

（株）ソリトンシステムズ

【た】

大興電子通信（株）
大日本印刷（株）

（株）大和総研ビジネス･イノベーション
タレスジャパン（株）

会員企業一覧 （2012 年９月１日現在 　145 社　50 音順）

New

New

New

New

New

New
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TIS（株）　
（株）ディアイティ
デジタルアーツ（株）

（株）電通国際情報サービス
東京エレクトロン デバイス（株）
東芝ソリューション（株）
ドコモ・システムズ（株）
株式会社豊通エレクトロニクス
トレンドマイクロ（株）

【な】

西日本電信電話（株）
日信電子サービス（株）
日本アイ･ビー･エム（株）
日本アイ・ビー・エム　システムエンジニアリング（株）
日本オラクル（株）
日本サード･パーティ（株）
日本セーフネット(株)
日本電気（株）
日本電信電話（株）
日本ビジネスシステムズ(株)
日本ベリサイン(株)
日本マイクロソフト（株）

（株）ネクストジェン
（株）ネットマークス
ネットワンシステムズ（株）

【は】

パスロジ（株）
パナソニック（株）

（株）日立システムズ
（株）日立ソリューションズ
（株）PFU
富士ゼロックス（株）
富士ゼロックス情報システム（株）
富士通（株）
富士通エフ・アイ・ピー（株）
富士通関西中部ネットテック（株）

（株）富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ
（株）富士通マーケティング
フューチャーアーキテクト（株）

（株）ブリッジ･メタウェア
（株）ブロードバンドタワー

【ま】

マカフィー（株）
みずほ情報総研(株）
三井物産セキュアディレクション(株）

（株）三菱総合研究所
三菱総研DCS（株）
三菱電機（株）情報技術総合研究所
三菱電機情報ネットワーク（株）

（株）メトロ

【や】

（株）ユービーセキュア

【ら】

（株）楽堂
（株）ラック
リコージャパン（株）
（有）ロボック

【わ】

（株）ワイ・イー・シー
（株）ワイズ

【特別会員】

（ＩＳＣ）2　Ｊａｐａｎ
社団法人  コンピュータソフトウェア協会
ジャパン　データ　ストレージ　フォーラム
財団法人　ソフトピアジャパン
データベース・セキュリティ･コンソーシアム
特定非営利活動法人デジタル ･フォレンジック研究会
電子商取引安全技術研究組合
東京大学大学院　工学系研究科
社団法人　日本インターネットプロバイダー協会
社団法人　日本コンピュータシステム販売店協会
特定非営利活動法人日本システム監査人協会
特定非営利活動法人日本セキュリティ監査協会
一般社団法人　日本電子認証協議会

New
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JNSA 年間活動（2012 年度）

4 月
4 月 21日、26 日 「Hardening Zero ・ Softening Zero」後援
4 月 27 日 第 1 回幹事会

5 月

5 月11日 2012 年度理事会
5 月19 日～ 20 日 SECCON つくば大会（関東地区）
5 月 23 日～ 25 日 「自治体総合フェア 2012」協賛
5 月 24 日～ 26 日 「第 16 回サイバー犯罪に関する白浜シンポジウム」後援
5 月 25 日～ 26 日 「学びのイノベーション＆セキュリティフェア 2012」

5 月 30 日～ 6 月1日 「ワイヤレスジャパン 2012」「スマートフォン/ ケータイショップ EXPO」
「M2M クラウド EXPO」後援

5 月 31日 ISOG-J 主催セミナー「セキュリティ関連法律を学ぼう！！～ 改正不正アクセス禁止法と
改正刑法（通称：ウイルス作成罪）について ～」 

6 月

6 月 8 日 2011年度 WG 活動報告会（ベルサール神田）
6 月 8 日 2012 年度総会（ベルサール神田）
6 月12 日～15 日 「Interop Tokyo 2012」後援
6 月 27 日 第 2 回幹事会
6 月 29 日 第 10 回 関西情報セキュリティ団体合同セミナー

7 月
　

7 月 2 日～ 3 日 「ガートナー セキュリティ& リスク・マネジメント サミット 2012」後援
7 月 3 日 第 2 回 鍵管理勉強会
7 月17 日～18 日 「SecureAsia@Tokyo2012 カンファレンス」後援
7 月 25 日 節電環境における情報セキュリティ対策セミナー（大阪）

7 月 27 日 JNSA WG 合同セミナー「セキュリティ事故の傾向とソーシャルメディアの安全な使い方
～最新の情報セキュリティ事情～」

8 月

8 月 8 日 他 「平成 24 年度情報モラル啓発セミナー」後援
　　　　　　8/8 熊本、8/30 広島　他

8 月 24 日 第 3 回幹事会

9 月

9 月12 日 「平成 24 年度情報モラル啓発セミナー（香川）」後援
9 月19 日、21日 「ID & IT Management Conference 2012」協賛

　　　　　　9/19 大阪、9/21 東京　他
　 　

10 月

10 月 3 日～ 5 日 「Gartner Symposium/ITxpo 2012」後援
10 月 5 日　他 「電子署名・認証業務普及セミナー」後援

　　　　　　10/5 東京、10/26 名古屋　他
10 月12 日～13 日 「情報セキュリティワークショップ in 越後湯沢 2012」協力
10 月 24 日 「NSF2012 in Kansai」JNSA 西日本支部主催セキュリティセミナー（新梅田研修センター）

11月

11月 9 日　他 「電子署名・認証業務普及セミナー」後援
　　　　　　10/9 横浜、11/22 大阪　他

11月14 日～15 日 「PacSec 2012 セキュリティ カンファレンス」後援
11月15 日 「2012 日韓情報セキュリティシンポジウム」（韓国ソウル）
11月19 日～ 22 日 「Internet Week 2012」後援
11月 30 日～12 月 2 日 「かごしま IT フェスタ 2012」後援

12 月 12 月 7 日 「電子署名・認証業務普及セミナー（東京）」後援

1月

2 月

3 月

2012年8月〜
2013年2月
「平成24年度
中小企業向け
指導者育成
セミナー」開催

2012年4月〜
2013年3月
「インターネット
安全教室」開催


