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IBS Japan・マクニカ ・ベルチャイルド主催

“IoT のセキュリティを考える集い”
IoT の時代、Industry 4.0、Industrial Internet、次世代産業
革命などの活字が日々のマスコミ紙上を賑あわせております。
今回、積乱雲プロジェクトメンバー三社（IBS Japan、マクニ
カ 、ベルチャイルド）が IoT のセキュリティ技術を色々な側面
より皆様と考え、また皆様と意見や情報の交換ができるイベン
トを計画しました。本イベントを問題意識共有の場としてご活
用ください。
多くの皆様の参加をお待ちいたします。

主催者一同

in 新横浜

⽇時 / 場所

2017 年

6 / 23

（⾦）

株式会社マクニカ２階会議室

横浜市港北区新横浜 1-6-3 マクニカ第 1 ビル

プログラム
9:30

開 場

10:00

WelCome

Session 0

10:10 〜 10:30

IoT と積乱雲とセキュリティ

Session 1

10:30 〜 11:30

IoT と半導体とセキュリティ
・IoT デバイスに関するセキュリティ

Session 2

Session 3

13:10 〜 14:30

・セキュアスイッチによるセキュリティの確保

⽇本ダイレックス（株）新規ビジネス開発チーム・チームリーダー

⾼松 利之

担当リーダー 制御セキュリティアナリスト

⻄⽥ 哲郎

（株）ニック ハードウェアグループ・マネージャー

プロトコルの安全性と OPC UA
⽇本 OPC 協議会
（株）プエルト

本⽥ 寿明

代表取締役社⻑

アイ・ビー・エス・ジャパン（株）

依⽥ 隆寛

システム営業部営業推進課 マネージャー

（株）⽊幡計器製作所

⽊幡 巌

代表取締役社⻑

セキュアな IoT クラウドの構築
〜VPN は使わない、インターネットにも晒さない、実は、安全で簡単な DIY 型 IoT〜

・セキュアマイクロクラウド iBRESS

〜 VPN を使⽤せずプッシュ技術による⾼速なデータ収集と遠隔地監視〜

17:00

⽇系戦略・マーケティング部 エキスパート

昼 食

・Web 端末型 IoT プラットフォーム、ia-cloud（IA クラウド）

15:45 〜 16:40

町⽥ 悦⼀

主席技師

阿部 真吾

・OPC UA を搭載した IoT メーターの開発

Session 5

ソリューション事業部

制御システムセキュリティ対策グループ

・IO-Link につながる OPC UA

15:30

（株）マクニカ

・最近の脅威事例と JPCERT/CC の取り組み

・OPC UA の市場動向と今後

14:30 〜 15:30

⼭崎 稔

主宰

ネットワークの接続とセキュリティ

・インターオペラビリティ と セキュリティ 〜 OPC UA のセキュリティ機能〜

Session 4

積乱雲プロジェクト

⻄原 貴⽂

・データ・ダイオードによるセキュリティの確保
12:30 〜 13:10

望⽉ 綾⼦

ルネサスエレクトロニクス（株）グローバルセールス本部

・IoT プラットフォーム Renesas Synergy™とセキュアクラウド Skkynet
11:30 〜 12:30

アイ・ビー・エス・ジャパン（株） 代表取締役社⻑

本集いへの参加御礼
意⾒交換会

⼀般財団法⼈製造科学技術センター

（株）ベルチャイルド
（株）マクニカ

⼀緒に安全な IoT を考えましょう！！

藤⽥ 好邦

代表取締役社⻑

阿部 幸太

ソリューション事業部 副事業部⻑

（敬称略）

参加者全員

散 会

昼⾷に、お弁当とお飲み物をご⽤意しております。
主 催 / 後援

橋向 博昭

産業オートメーションフォーラム 運営委員会幹事

申し込み⽅法は裏⾯をご覧ください。

定員

60 名

参加費

無料

主催：IBS Japan 株式会社 、株式会社 マクニカ、株式会社 ベルチャイルド 後援：積乱雲プロジェクト

“IoT のセキュリティを考える集い” in 新横浜
■開催⽇時

2017 年 6 ⽉ 23 ⽇（⾦） 10:00 〜 17:00（9:30 開場）

■場所

株式会社マクニカ ２階会議室
横浜市港北区新横浜 1-6-3 マクニカ第 1 ビル

■アクセス
JR 横浜線「新横浜駅」篠原口より徒歩 5 分

www.macnica.co.jp/company/base/building1.html

申し込み⽅法

※申込先着順で定員になり次第締め切らせていただきます。

■サイトから申し込む 下記サイトにアクセスし “IoT のセキュリティを考える集い” ご案内欄の「お申し込みはこちらから」
を選択いただくとフォームが開きます。必要事項をご記⼊のうえ送信ください。後⽇メールにて受講
票をお送りします。

www.ibress.com/entry.html
■FAX で申し込む

iBRESS エントリー

検索

お申し込み⽤紙に必要事項をご記⼊のうえ FAX にて送信ください。

FAX 06-6356-5755
お問い合わせ

株式会社ベルチャイルド
E-mail：contact@ibress.com TEL：06-6356-5700

担当 : 臼井

主 催 / 後援
主催：IBS Japan 株式会社
積乱雲プロジェクトメンバー企業

株式会社 マクニカ

Cogent Real-Time Systems Inc.
Red Lion Controls
IBS Japan 株式会社

お申し込み⽤紙
下記にご記⼊のうえ、FAX にて送信ください。

株式会社 ベルチャイルド

㈱ゲインシェアリング
㈱木幡計器製作所
㈱デバイスドライバーズ

東亜無線電機㈱
㈱ニック
㈱日新システムズ

後援：積乱雲プロジェクト
日本ダイレックス㈱
㈱マクニカ
㈱ハネロン
㈱ベルチャイルド
㈱プエルト
（アルファベット / 五十音順）

FAX 06-6356-5755

会社名
住所

〒

ふりがな

⽒名
TEL
メールアドレス
お名刺の貼付でもお申し込みいただけます。

