第 6 回 サイバーセキュリティセミナー

「名ばかり CSIRT 処方箋
～ 実効性のある CSIRT 構築手法 ～」 のご案内
主催： デロイト トーマツ サイバーセキュリティ先端研究所
近年、サイバー攻撃は日々高度化しており、未知の脆弱性を悪用した攻撃や巧妙ななりすましメール等、予防を前提
とした対策には限界があります。高度化したサイバー攻撃は完全に防ぐことが困難であり、いかに早く攻撃を検知し、
被害を最小限にとどめるかが重要になります。
本セミナーでは、実効性のある CSIRT を作り上げるための課題や施策について概説します。また、CSIRT を支える
基盤として求められる監視サービスや、最新の脅威に対抗するために有用となるインテリジェンス提供サービスにつ
いて紹介します。
是非この機会にご参加下さいますようお願い申し上げます。

【セミナー概要】
■ 開催日時
■ 会

場

■ 定

員

■ 受 講 料
■ プログラム
■ 申
込

平成 28 年 3 月 29 日（火） 14:45～17:00 （受付開始：14:15）
※会場の都合により、受付開始時間前にご入場いただけない場合がございます。
ベルサール神田
〒101-0053 東京都千代田区神田美士代町 7 住友不動産神田ビル 2・3F
最寄駅： ｢小川町駅｣B6 出口徒歩 2 分(新宿線)
｢新御茶ﾉ水駅｣B6 出口徒歩 2 分(千代田線)
｢淡路町駅｣A6 出口徒歩 3 分(丸ノ内線)
｢神田駅｣北口徒歩 7 分(JR 線)
｢神田駅｣4 番出口徒歩 7 分(銀座線)
｢大手町駅｣C1 出口徒歩 8 分(半蔵門線,丸ノ内線,東西線,三田線,千代田線)
150 名
※同業者の方は、お断りする場合もございますのでご了承ください。
無料
裏面を参照ください

Web サイト http://www.deloitte.com/jp/semi3001 よりお申込ください。
※申込に際して、株式会社シャノンのサービスを利用しています。ご記入いただく内容は、
SSL 暗号化通信により経路上の保護を図っております。
※過去にデロイト トーマツ グループ各社のセミナーにお申し込みいただいた方、または現
在当グループのメールマガジンをご購読いただいている方は、ご設定済みの ID・パスワー
ドで簡単にお申し込みいただけます。
※ID・パスワードをお持ちでない方は、上記 Web サイトより、[新規ユーザー登録はこちら]を
クリックし、ID・パスワードを設定の後ユーザー登録をお願いします。その後、設定した ID・
パスワードにてログインし、お申込ください。
※受講者の方へは、セミナー開催 1 週間前を目処に受講票をお送りします。当日プリントア
ウトをご持参のうえ、ご来場ください。

【プログラム詳細】
時間
14:45 – 14:55

テーマ
ご挨拶

CSIRT 構築最前線

14:55 – 15:55

CSIRT を構成するリソースとして、大きく 3 つ、「プロセス」（Process）「人」（People）「技術」
（Technology）に分類できます。企業や組織がひとつとして同じものはないのと同様、企業や
組織にとって最適な CSIRT の形態も異なります。組織の状況や習熟度に応じて、これらの 3
つのリソースをどこまで充実させるかを決めていくアプローチが CSIRT を構築する上で重要
となります。本セッションでは実効性のある CSIRT を作り上げるための課題や施策について、
概説します。
デロイト トーマツ リスクサービス株式会社
マネジャー 岩本 高明

15:55 – 16:00

休憩

デロイト・サイバー・インテリジェンス・サービスのご紹介

16:00 – 17:00

高度化が止まらないサイバー脅威に対して、新たにサイバー・インテリジェンス・センター
（CIC）を 5 月に開設し、サイバー・インテリジェンスを活用した高度なセキュリティ分析サービ
スの提供を開始いたします。本セッションでは、従来からあるマネージド・セキュリティ・サービ
スと CIC の違いをグローバル・アーキテクチャーおよびサービス内容の 2 つの観点から説明
すると共に、サイバー・インテリジェンスがどのような形でサービスに組み込まれ、提供される
かを説明いたします。
デロイト トーマツ リスクサービス株式会社
シニアマネジャー 佐藤 功陛

※セミナー内容は、都合により一部変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

【スピーカー紹介】
岩本 高明
デロイト トーマツ リスクサービス
株式会社
マネジャー

佐藤 功陛
デロイト トーマツ リスクサービス
株式会社
シニアマネジャー

大手システムインテグレータ、コンサルティング会社等を経て 2011 年に
監査法人 トーマツに入社。金融、大手製造業、中央省庁、IT 企業をはじ
めとする多様な業種・業界に対して主に IT セキュリティ、セキュリティマネ
ジメントに関するリスクコンサルティング、セキュリティインフラ設計・構築
支援、および監査サービスを多数提供。CISSP（公認情報システムセキュ
リティ専門家）、CISA（公認情報システム監査人）、CISM（公認情報セ
キュリティマネージャー）等の資格を有する。
外資系 Sler にてセキュリティ分析サービス運営センター（SOC:セキュリ
ティオペレーションセンター）のセンター長を経て 2015 年デロイト トーマ
ツ リスクサービス株式会社に入社。
各国デロイト CIC との情報連携の中心となり、サイバーインテリジェンス
に関する調査および、CIC サービス高度化業務に従事。

【会場】
ベルサール神田
〒101-0053 東京都千代田区神田美士代町 7 住友不動産神田ビル 2・3F
最寄り駅： ｢小川町駅｣B6 出口徒歩 2 分(新宿線)
｢新御茶ﾉ水駅｣B6 出口徒歩 2 分(千代田線)
｢淡路町駅｣A6 出口徒歩 3 分(丸ノ内線)
｢神田駅｣北口徒歩 7 分(JR 線)
｢神田駅｣4 番出口徒歩 7 分(銀座線)
｢大手町駅｣C1 出口徒歩 8 分(半蔵門線,丸ノ内線,東西線,三田線,千代田線)

【お問合せ先】
デロイト トーマツ リスクサービス株式会社
セミナー事務局 （担当 田中 / 宇戸)
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル
TEL： 03 – 6213 – 1113
E-mail： risk-seminar@tohmatsu.co.jp
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