
欧州電気通信標準化機構（ETSI）、慶應義塾⼤学、JIPDEC 主催 
「⽇欧インターネットトラストシンポジウム 2019」 

参加申込受付中︕ 
 
 

2019 年 5 ⽉ 16 ⽇ 
⼀般財団法⼈⽇本情報経済社会推進協会(JIPDEC) 

 
 
 
 
 
 
 

今や、業種業界に係わらず、ＩＴ化やネットワーク化の流れは不可避であり、そのスピードはさらに加速しています。 
IoT（モノのインターネット）などのデジタライゼーション（Digitalization）と共に、「ＩＴの浸透が、⼈々のあらゆる⾯
でより良い⽅向に変化させる」と⾔われる、デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）による変⾰として、世界中でシス
テムやビジネスのデジタル化が進展し、仕事の仕⽅、働き⽅にも変化が出てきています。 

様々なデータがインターネット上で世界中を⾏き来する、そこで重要となるのが、サイバーセキュリティ上の脅威への対
策です。 
インターネット上の情報の真正性を担保する電⼦署名等のトラストサービスの重要性が増⼤し、多種多様なトラストサ
ービスの信頼性を確保するため、その安全性に関する基準や本⼈確認に関する仕組みの標準化が重要です。 

欧州では、デジタル単⼀市場の実現に向け、2016 年 7 ⽉に eIDAS 規則が全⾯施⾏されるとともに、トラストサー
ビスの国際的な普及に向け、⽇本へのアプローチも視野に⼊れた取り組みに着⼿しています。 
また、我が国においても、インターネットトラストやトラストサービスに関して、様々な検討が⾏われています。 
 
この度、ETSI（European Telecommunications Standards Institute）関係者の来⽇に合わせ、ETSI、慶
應義塾⼤学サイバーセキュリティ研究センター、JIPDEC が主催となり、EU、アジア、⽇本の専⾨家によるトラストサービ
スに関するシンポジウムを開催します。 

【ご案内ページ】 https://itc.jipdec.or.jp/event/20190523.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017 年開催の「第 1 回⽇欧インターネットトラストシンポジウム」より 



 
■  開催概要 
⽇時︓ 2019 年 5 ⽉ 23 ⽇（⽊）9:30〜17:00（受付開始 9:00〜） 
場所︓ 慶應義塾⼤学 三⽥キャンパス 北館ホール 

（〒108-8345 東京都港区三⽥ 2-15-45） 
       https://www.keio.ac.jp/ja/maps/mita.html 

最寄り駅   ⽥町駅（JR  ⼭⼿線／京浜東北線）    徒歩 8 分 
三⽥駅（都営地下鉄  浅草線／三⽥線） 徒歩 7 分 
⾚⽻橋駅（都営地下鉄 ⼤江⼾線）      徒歩 8 分 

ホームページ︓ https://itc.jipdec.or.jp/event/20190523.html 
参加費︓ 無料 
定員︓   150 名 
主催︓   European Telecommunications Standards Institute（ETSI, 欧州電気通信標準化機構） 
         慶應義塾⼤学サイバーセキュリティ研究センター 
         ⼀般財団法⼈⽇本情報経済社会推進協会(JIPDEC) 
後援︓ 総務省，法務省，経済産業省 
       独⽴⾏政法⼈情報処理推進機構 

 ⽇本トラストテクノロジー協議会（JT2A) 
トラストサービス推進フォーラム (TSF) 

協賛︓ 株式会社コスモス・コーポレイション 
 GMO グローバルサイン株式会社 
 インタセクト・コミュニケーションズ株式会社 
 ペーパーロジック株式会社 
 ドキュサイン・ジャパン株式会社 
 
■  プログラム 

※全てのプログラムで、⽇英の同時通訳を⾏います。 
時 間 講演内容 講演者（敬称略） 

9:30〜9:35 

主催者挨拶 

慶應義塾⼤学⼤学院政策・メディア研究科 
特任教授                  ⼿塚 悟 

9:35〜9:40 European Telecommunications 
 Standards Institute（ETSI） 
 ESI Vice Chairman       Nick Pope 

9:40〜9:50 

来賓挨拶 
総務省 サイバーセキュリティ統括官付 
 参事官                   ⾚阪 晋介 
経済産業省 商務情報政策局 
 サイバーセキュリティ課⻑      奥家 敏和 

9:50〜10:20 Key Note Session 
eIDAS Regulation - 

European Telecommunications 
 Standards Institute（ETSI） 

10:20〜10:30 休憩（10 分） 
10:30〜11:30 

JCAN トラステッド・サービス登録 
⼀般財団法⼈⽇本情報経済社会推進協会
（JIPDEC）インターネットトラストセンター 
 副ｾﾝﾀｰ⻑                 萩原  隆 

事例（１） 
「信頼されたサービスによる電⼦契約事例」（仮） 

サイバートラスト株式会社 
営業本部テクニカルソリューション統括部 
 統括部⻑                渡辺 弘幸 

事例（２） 
電⼦証明書取扱業務の事例 ドキュサイン・ジャパン株式会社 



11:30〜11:50 
⽇本トラストテクノロジー協議会（JT2A）の取
組み 

⽇本トラストテクノロジー協議会（JT2A） 
みずほ情報総研株式会社 
 経営・IT コンサルティング部 
 シニアコンサルタント         ⼩川 博久 

11:50〜13:00 昼休憩（70 分）  ※協賛企業によるパネル展⽰等あり 
13:00〜13:30 

Society5.0 とトラストサービス 

トラストサービス推進フォーラム (TSF) 
 企画運営部会⻑ 
セイコーソリューションズ株式会社 
 ＤＸソリューション統括部 
 クロノトラスト部 担当部⻑   柴⽥ 孝⼀ 

13:30〜14:20 ETSI STF 560 
Outlines of STF 560 study on Globalisation  

of Trust Services 
European standardization framework  

for trust services 

European Telecommunications 
 Standards Institute（ETSI） 

14:20〜15:00 Asia Pacific countries views on Globalisation 
of  

trust services 

Asia PKI Consortium 
 Chairman 

 Vijayakumar Manjunatha 
15:00〜15:20 

⽶国の動向と⽇本・欧州との⽐較 株式会社 コスモス・コーポレイション 
IT セキュリティ部 責任者    濱⼝ 総志 

15:20〜15:35 休憩（15 分）  ※協賛企業によるパネル展⽰等あり 
15:35〜16:55 

パネルディスカッション 
〜トラストに関する国際連携の⽅向性について〜
（仮） 

モデレータ︓⼿塚 悟（慶應義塾⼤学） 
パネリスト︓ETSI 

Asia PKI Consortium 
⽇本トラストテクノロジー協議会 
トラストサービス推進フォーラム 
(株)コスモス・コーポレイション 
JIPDEC 

16:55〜 質疑応答 
〜17:00 

閉会挨拶 
⼀般財団法⼈⽇本情報経済社会推進協会
（JIPDEC） 常務理事 
 インターネットトラストセンター センター⻑ 

⼭内  徹 
※プログラムの内容・講演者などは、都合により変更になる場合があります。 

 
■ 参加申込みの受付 
   下記 URL より、参加のお申込みを受け付けています。 
   https://contact.jipdec.or.jp/m?f=756 
 
   事前申込の締切⽇を 2019 年 5 ⽉ 22 ⽇（⽔）とさせて頂きますが、当⽇も会場にて受け付けております。 

会場に直接おいでになる場合には、お名刺を 2 枚、ご準備願います。 
 
■ 取材など、各種お問い合わせ先 
   ⼀般財団法⼈⽇本情報経済社会推進協会（JIPDEC） 

インターネットトラストセンター   永井，伊藤，紅⾕（べにや） 
TEL︓03-5860-7562 
お問い合わせフォーム   https://contact.jipdec.or.jp/m?f=32 

 
 
 
 



 
■ 参考 
・ ITC コラム 「EU 電⼦署名・トラストサービス動向」 

株式会社コスモス・コーポレイション IT セキュリティ部 責任者 濱⼝ 総志（JIPDEC 客員研究員）  
  https://itc.jipdec.or.jp/itccolumn/ 
 
・2017 年 7 ⽉ 4 ⽇開催「⽇欧インターネットトラストシンポジウム〜電⼦署名を利⽤した電⼦商取引の⽇本と欧州
の事例と課題〜 
https://itc.jipdec.or.jp/event/20170704.html 

 
・2017 年 9 ⽉ 27 ⽇_【NewsRelease】欧州電気通信標準化機構(ETSI)との間のトラストサービスに関する協⼒
の合意について 

  https://www.jipdec.or.jp/topics/news/20170927.html 
 
 

以  上 


