
オンライン開催（Teams）
開会挨拶

10月28日（木）
14:00～16:10

開催日時

2021年
(2時間10分を予定） 

主催：経済産業省九州経済産業局、公益社団法人福岡貿易会
後援 ： 一般社団法人 九州経済連合会 / 九州電子流通業協議会 / 特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA) / 福岡エレコン交流会 /
　　　公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団 / 福岡市機械金属工業会 / 福岡ワンストップ海外展開推進協議会(福岡商工会議所・公益社団法人 福岡貿易会・
　　　福岡アジアビジネスセンター･独立行政法人 日本貿易推進機構 福岡貿易情報センター(JETRO福岡)・独立行政法人 中小企業基盤整備機構九州本部）

オンラインを
利用した

セミナーです。
お申込に先立ち、ご利用のPC等で
Microsoft Teamsが利用可能か

どうかご確認ください。

5分間

15分間

30分間

30分間

14:00~14:05

「サイバー犯罪の現状と対策」

休 憩

14:05~14:20

14:20~14:50

14:50~14:55

「サイバーセキュリティの各国法規制～海外ビジネスにおける頻出論点の解説～」14:55~15:25

寺門 峻佑 （てらかど しゅんすけ）氏 / TMI総合法律事務所  パートナー （弁護士）

15分間
事例紹介 「コロナ禍の中で中国子会社を含めたテレワークとセキュリティ運用」15:25~15:40

斎数 真人 （さいす まさと）氏 / 株式会社クロスポイントソリューション マネージドセキュリティサービス事業部 副部長

30分間
「中小企業が海外ビジネスで押さえておくべきサイバーセキュリティのポイント」15:40~16:10

関原 　優 （せきはら まさる）氏 / 三井物産セキュアディレクション株式会社 執行役員（コンサルティングサービス事業本部・公共事業部管掌）

福本 正義 （ふくもと まさよし）氏 / 福岡県警察サイバー犯罪対策課 高度情報技術対処センター　管理官
基調講演 「ビジネスに必要なサイバーセキュリティの要素」
小出 　洋 (こいで ひろし）先生 / 九州大学 情報基盤研究開発センター 情報システムセキュリティ研究部門

平塚 伸也 （ひらつか のぶや）氏 / 公益社団法人福岡貿易会　専務理事

経済産業省 令和３年度中小企業サイバーセキュリティ対策促進事業（九州地域における地域SECUNITY形成促進事業）
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主催：経済産業省九州経済産業局、公益社団法人福岡貿易会
後援 ： 一般社団法人 九州経済連合会 / 九州電子流通業協議会 / 特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA) / 福岡エレコン交流会 /

小 出 　洋 先生

Profile登壇者略歴

九州大学
大学院システム情報科学研究院
サイバーセキュリティセンター
教授/情報基盤研究開発センター副センター長

【専門領域】
● サイバーセキュリティ，
● プログラミング，タスクスケジューリング，動的記憶領域管理

【研究発表等】
http://www.koidelab.net/koide/Publication.html
https://researchmap.jp/koide

【社会貢献】
● 福岡県警サイバー犯罪対策アドバイザー
● SECCON実行委員
● JST科学の甲子園情報分科会主査
● セキュリティ・キャンプ福岡 等

【略　歴】
2017.8 九州大学大学院システム情報科学研究院

 情報知能工学専攻教授（兼）
2017.4 九州大学サイバーセキュリティセンター教授（兼）
2017.4 九州大学情報基盤研究開発センター教授
2014.4 九州工業大学大学院情報創成工学研究系
2003.4 九州工業大学情報工学部知能情報工学科
2001.4 工学研究科コミュニケーション・システム工学講座
1996.4 日本原子力研究所計算科学技術推進センター

【受賞等】
● 情報処理推進機構未踏ソフトウェア創造事業 スーパークリエータ (2006)
● Sun Microsystems Duke’s Choice Award Winner (2005)
● Sun Microsystems Center of Excellence 認定 (2007)

情報システムのフレームワークのセキュリティ機能に関する研究，Moving Target Defenseに関する研究，サイバーセキュリティに関する教育に従事。
文部科学省の社会人向けのサイバーセキュリティ教育プログラム事業であるProSec-IT，厚生労働省の社会人向けのサイバーセキュリティ教育プロ
グラム作成事業であるSECKUNを実施。

(こいで　ひろし）

TMI総合法律事務所  パートナー （弁護士）

福岡県警察サイバー犯罪対策課 高度情報技術対処センター　管理官

福本 正義 氏
 （ふくもと まさよし）

寺門 峻佑 氏
 （てらかど しゅんすけ）

福岡県警察では、地域SECUNITYをはじめ県内中小企業と連携を深め、サイバー犯罪に関する情報共有やサイ
バー犯罪による被害発生時における迅速な対応等を推進しています。本年2月には、国民の生活様式の変化やサイ
バー空間の利用拡大等に伴う犯罪情勢の変化に的確に対処するため「高度情報技術対処センター（通称高度情報
技術対処センター（通称AITC２（アイテックツー）」を設置し、解明力の高度化、情報収集・分析、人材育成などに力を
入れています。

TMI総合法律事務所パートナー弁護士（日本・ニューヨーク州）、TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング株式会社取締役、情報処理安
全確保支援士（第011789号）、情報セキュリティ監査人補。内閣サイバーセキュリティセンタータスクフォース、経済産業省大臣官房臨時専門アドバ
イザー、防衛省陸上自衛隊通信学校非常勤講師、滋賀大学データサイエンス学部インダストリアルアドバイザー等を歴任。国内外の個人情報保
護法・情報漏えい対応を中心としたデータ・プライバシー領域、eコマース・プラットフォーム/アプリ開発・ライセンスを中心としたIT法務、IT関連
を中心とした不正調査・国内外紛争案件を主に取扱う。米国Wikimedia Foundation, Inc.法務部、エストニアのLaw Firm SORAINENでの勤
務経験も有する。

　　　公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団 / 福岡市機械金属工業会 / 福岡ワンストップ海外展開推進協議会(福岡商工会議所・公益社団法人 福岡貿易会・
　　　福岡アジアビジネスセンター･独立行政法人 日本貿易推進機構 福岡貿易情報センター(JETRO福岡)・独立行政法人 中小企業基盤整備機構九州本部）



後援 ： 一般社団法人 九州経済連合会 / 九州電子流通業協議会 / 特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA) / 福岡エレコン交流会 /
主催：経済産業省九州経済産業局、公益社団法人福岡貿易会

Profile登壇者略歴

三井物産セキュアディレクション株式会社
執行役員（コンサルティングサービス事業本部・公共事業部管掌）

【国内特許】
特許番号_第5955475号 発明者 概要:自己多重起動抑止特性を利用したマルウェア感染防御・無効化技術
特許番号_第5996145号 発明者 概要:暗号化時のファイル特性を利用したランサムウェア検知・防御技術
特許番号_第6219550号 発明者 概要:ファイルマッピングによる暗号化に対するランサムウェア検知・防御技術
【米国特許】 米国特許第10264002号 【著書】 訴訟・コンプライアンスのためのサイバーセキュリティ戦略/NTT出版

関原 　優 氏
 （せきはら まさる）

参加申込書 ［申込締切：2021年10月26日(火)］
以下の事項をご記入の上、 FAXまたはE-mailにて、下記申込先までお送りください。
E-mailの場合:件名「サイバーセキュリティセミナー参加希望」 、 以下枠内の項目を記載してください。

以下URLもしくはQRで専用サイトへ。入力フォームからお申し込みお願いします。

企業・団体名

役職/お名前

申込先

URL:https://www.fukuoka-fta.or.jp/pages/seminar/seminar-detail.php?content_id=877&offset=0

※ ご記入いただいた情報は、本セミナーに関するご連絡、主催者からの各種事業の御案内においてのみ使用し、他の目的には一切使用しません。
◆お問合せ先◆ 公益社団法人 福岡貿易会 担当:渕上・松尾　 TEL:092-452-0707

TEL E-mail

情報処理安全確保支援士（第000073号）。三井物産にて情報セキュリティ専門会社である三井物産セキュアディレク
ションの設立に携わる。15年以上にわたり、IT・サイバーセキュリティのサービス事業に従事し、SOC構築、サイバー攻撃
分析、疑似攻撃によるWebサイトやネットワークの診断、自社SIEMなどのセキュリティツール開発、官公庁やグローバル
企業等に対するセキュリティコンサルティングなどを手掛ける。

株式会社クロスポイントソリューション
マネージドセキュリティサービス事業部　事業部長

斎数 真人 氏
（さいす まさと）

2001年に株式会社シー・エス・イーに入社し、法人向けシステム開発やセキュリティ基盤構築、文教市場向け出席管理シ
ステムなどの提案活動に従事。2012年に株式会社クロスポイントソリューションに入社、セキュリティの課題ヒアリングや
改善提案、ソリューションの企画提案など幅広く活動を行う。現在では各セキュリティベンダーとの協業による中小企業
向けソリューションの企画立案などを行う。

ホームページからでもお申し込みいただけます。

個人情報の取扱い方針 ご提供いただいた個人情報は、主催者（九州経済産業局、公益社団法人福岡貿易会）、事務局（公益社団法人 福岡貿易会、三井物産セキュアディレクション株式会社）及び講師がこ
のセミナー「地域SECUNITY サイバーセキュリティセミナー in FUKUOKA Overseas Trade」の運営及びセミナー開催後のフォローアップ（アンケート調査）においてのみ使用
し、主催者及び事務局においてその保護に万全を期すとともに、ご本人の同意なしに主催者、事務局及び講師以外の第三者に開示、提供することはございません。
オンライン形式（Microsoft Teams）では、入室時に設定した登録名が画面に表示されます。個人情報保護の観点から、 本セミナー当日は、公表可能な名称を設定してください。

公益社団法人 福岡貿易会 行
FAX:092-452-0700
E-mail:info@fukuoka-fta.or.jp

　　　公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団 / 福岡市機械金属工業会 / 福岡ワンストップ海外展開推進協議会(福岡商工会議所・公益社団法人 福岡貿易会・
　　　福岡アジアビジネスセンター･独立行政法人 日本貿易推進機構 福岡貿易情報センター(JETRO福岡)・独立行政法人 中小企業基盤整備機構九州本部）




