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日時：2016 年 7 月 7 日（木）～7 月 8 日（金） 

 ※7 月 6 日（水）15:00～18:30 「せきらら会」（完全招待制セキュリティ懇談会） 

場所：具志川農村環境改善センター〒901-3124 沖縄県島尻郡久米島町仲泊 730 

主催：一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会（JAIPA） 

共催：インターネット接続サービス安全・安心マーク推進協議会 

後援：特定非営利活動法人 フロム沖縄推進機構 

協賛：BBIX 株式会社、NTT コミュニケーションズ株式会社、 

NTT ファイナンス・アセットサービス株式会社、さくらインターネット株式会社 

参加費：無料（懇親会参加は 1 日 4,000 円/1 名 

参加人数：136 名（6 日（水）36 名、7 日（木）101 名、8 日（金）125 名） 

概要： 

■7 月 6 日（水） 

15:00～18:30   

 ・クローズドのセキュリティ・ラウンドテーブル 

 ・サイバー犯罪対策 

 ・金融機関 

 ・Update Traffic 

【登壇者】 

  警視庁生活安全部サイバー犯罪対策課 対策係 

  係長 警部 松﨑充博氏 警部補 林 秀人氏 

  KDDI 株式会社 中尾康二氏 

  テレコムアイザック推進会議 西部喜康氏 

  楽天株式会社 執行役員 IT ガバナンス部 部長 福本佳成氏 

  日本マイクロソフト株式会社 高橋正和氏 

  NTT コミュニケーションズ株式会社 小山覚氏 

19:30～21:00  意見交換会＆懇親会 

 

■7 月 7 日（木） 

10:00～10:05 開会挨拶 

  JAIPA 副会長 菊池正郎氏（ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社） 

10:05～11:00 「THE FIGHT AGAINST CYBERCRIME」 

  楽天株式会社 執行役員 IT ガバナンス部 部長 福本佳成氏 

11:00～12:00 「サイバー犯罪の現状と対策」 

  警視庁生活安全部サイバー犯罪対策課 対策係 係長 警部 松﨑充博氏 

12:00～13:00 久米島そば（ケータリング）@¥500 

13:00～13:50 Wi-Fi 認証：グローバル標準 or 新たなるガラパゴス？ 



  JAIPA 常任理事 古関義幸氏（ビッグローブ株式会社） 

13:50～14:05 安全・安心マーク審査についての説明 

  インターネット接続サービス安全・安心マーク推進協議会 濱谷規夫氏 

14:05～14:50 国内外の Free WiFi の現状と WiFi 認定制度について 

     JAIPA 副会長 立石聡明氏 

14:50～15:40 「久米島モデル」 

久米島町役場 プロジエクト推進室 室長 中村幸雄氏 

15:40～15:55 休憩   

16:00～17:20 「改正個人情報保護法－委員会規則、政令の『方向性』」 

  英知法律事務所 弁護士 森亮二氏 

17:20～18:10 本当のパケットを運ぶ巨大なルータのクロノゲート 

  ヤマトパッキングサービス株式会社 ソリューション部 部長 佐藤英明氏 

19:00～21:00 意見交換会＆懇親会（ 

 

■7 月 8 日（金） 

10:00～10:50 Fintech の技術と法 

  駒澤綜合法律事務所 弁護士 高橋郁夫氏 

10:50～12:00 ゴールドスポンサープレゼン 

  BBIX 株式会社 

  NTT ファイナンス・アセットサービス株式会社 

  さくらインターネット株式会社 

13:00～14:00 「マイクロソフトにおけるクラウド・AI 戦略」 

  日本マイクロソフト株式会社 執行役 最高技術責任者 榊原彰氏 

14:00～14:45 IoT と 5G でモバイルネットワークはどのように進化するか 

  エリクソン・ジャパン株式会社 CTO 藤岡雅宣氏 

14:45～15:30 モバイルネットワークの IPv6 化とサービスへの影響 

  NTT ドコモ株式会社 サービスデザイン部 伊藤孝史氏 

KDDI 株式会社 技術企画本部 技術企画部 茂庭智氏 

ソフトバンク株式会社 渉外本部/JAIPA モバイル部会 副部会長 安力川幸司氏 

15:30～16:00 「Why Diversity」 

  日本アイ・ビー・エム株式会社 人事．ダイバーシティー企画担当部長 梅田惠氏 

16:00～16:40  「女性活躍推進法施行から３ヶ月～誰が何をどうする」 

  日本アイ・ビー・エム株式会社 人事．ダイバーシティー企画担当部長 梅田惠氏 

NTT コミュニケーションズ株式会社 大川裕子氏 

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 橋本ゆり氏 

株式会社ネットフォレスト 小林聖弥氏 

  モデレータ： 

JAIPA 初代女性部会長 小林洋子氏 

16:40～17:00 休憩   

17:00～19:00 エグゼクティブトーク 

  NTT コミュニケーションズ株式会社 取締役（OCN 担当）大井貴氏 

さくらインターネット株式会社 代表取締役社長 田中邦裕氏 



ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社  

取締役執行役員 EVP（So-net 担当)  石井隆一氏 

ニフティ株式会社 代表取締役社長 三竹兼司氏 

日本マイクロソフト株式会社 執行役 最高技術責任者 榊原彰氏 

BBIX 株式会社 専務取締役 COO 福智道一氏 

ビッグローブ株式会社 取締役副会長 古関義幸氏 

モデレータ： 

NTT コミュニケーションズ株式会社 常勤監査役 小林洋子氏 

19:30～21:00  意見交換会＋懇親会（イーフビーチホテル） 

※プログラム委員 

小林洋子＠NTT コミュニケーションズ、古関義幸＠ビッグローブ 

小山覚＠NTT コミュニケーションズ、高橋正和＠日本マイクロソフト 

安力川幸司＠BBIX、宮内正久＠ソニーネットワークコミュニケーションズ 

立石聡明＠JAIPA 

 

■7 月 6 日（水） 

 今年初めての台風（1 号）発生が 7 月 3 日（日）、昨年の石垣島開催の再来を思い起こさせるこのタ

イミングでの台風。まあ、この時期台風は付きものと言いますが、2 年連続とは。そんな不安を抱え事

務局は 7 月 5 日（火）に久米島入りをしました。順調に久米島入りした後は、会場や懇親会会場を回っ

ての確認、現地の方々へのご挨拶と今後のスケジュールや工程をチェック、打ち合わせをしました。そ

の間、とても青い空と青い海で、本当に台風来るの？と言う感じでした。 

  

さて、6 日（水）は今年初めての試みで、セキュリティに特化した、ここでしか話せない限定の話を

赤裸々に語ってくれる「せきらら会」を完全招待制で開催しました。登壇者と参加者を限定することに

より、ただ単に講演を聴くだけではなく、より深掘りした相互に意見交換・情報交換が出来るのではな

いかと、登壇者にここでしか話せない限定の話を引き出すのがプログラム委員の想いです。登壇者に警

視庁の方をお迎えして、現状と今までの取り組みや事例を元にその時どんな動きをしたのか、事業者と

のやりとり等、今までも表に出てくることがない、今後も滅多に聴くことが出来ないような内容のお話

しをご披露いただきました。もちろん、登壇メンバーをご覧いただければおわかりだと思いますが、日々

インターネットのセキュリティ関係に尽力している方々とのディスカッションも活発でした。当初十数

名の参加を想定していましたが、ふたを開けてみれば、36 名と大勢の方々に参加いただきました。次回

以降、続けるかどうかは次回フォーラムのプログラム委員で検討するでしょう。（お気づきでしょうか、



講師の方々には「網人（あみんちゅ）」のポロシャツを強制的に着ていただきました。） 

■7 月 7 日（木） 

 この日の天気はと言うと、雲が多いが青空が見える、ちょっと風が強いかなと言う感じ。台風発生か

ら台風情報から目が離せない。そして、もう一つ FaceBook もチェック。参加登録している方々の現状

が見られるから東京羽田、那覇の天気や飛行機の状況がよくわかる。そんな時代なんだなと。心配して

いた台風は逸れてくれて、時々強い雨が降り、風もちょっと強いですが、私のわかっている範囲では、

昨年のような交通に大きな影響はありませんでした。森先生もいらっしゃれましたし。 

朝 10:00 当協会副会長 菊池氏より開会挨

拶を頂戴し、昨日の「せきらら会」登壇者の

楽天株式会社福本様、警視庁 松﨑様、林様

の順で、福本様には楽天でのセキュリティ対

応、対外的な対応も含めてお話しいただき、

松﨑様、林様には昨日の話の概要をご紹介い

ただきました。前日から参加の方々には更に、

本日から参加の方にもとても参考になった面

白いお話しだったと思います。 

昼食ですが、今回の会場の近辺は大人数で

対応できる飲食店が見当たらず、イーフビーチホテルよりケータリングを手配して、1 杯 700 円にて来

場者に提供いたしました。7 日は久米島そば、8 日はカレーでした。両方ともとても美味しかったです。 

さて、お腹いっぱいになったところで、午後のセッション開始、まずは Wi-Fi 関係について、3 時間

弱の時間を使ってのお話しです。最初は当協会常任理事の古関氏より、4 月に開催されたモバイル部会

で提案された案件を久米島でもご紹介いただきました。認証について日本の Wi-Fi 認証を今後どうする

べきか！総務省の実証実験の報告書による WebAPI を取り入れた新たなガラパゴスにならないか？グ

ローバル標準 NGH への提案です。本フォーラムでも皆さんに情報共有して、この議論をどう持ってい

くのか、進めて行くのかを今後検討したいとのことでした。引き続きモバイル部会で検討して行きます

ので、皆さんのご意見、ご参加をお待ちしております。次にすでに十数年前から通信 4 団体で行ってい

る「安全・安心マーク」ですが、これだけ Wi-Fi が普及している中、認証をはじめとするセキュリティ

面で不安要素が多く、電気通信事業者以外の方々も運営していることもあり、「安全・安心マーク Wi-Fi

版」を作る事になりました。そこで、現状の安全・安心マークの審査状況を安全・安心マークをインタ

ーネット接続サービス安全・安心マーク推進協議会 濱谷氏より紹介いただき、具体的な安全・安心マ

ーク Wi-Fi 版の内容と国内外の Free Wi-Fi の現状を当協会立石副会長よりご報告いたしました。Wi-Fi

については、勢いで利用者が伸びて対応事業者も増えていったので、整備が仕切れていない部分が多い

と感じています。この機会に当協会にて検討を

して参りたいと思っております。 

次に必ずプログラムに入れる「地元ネタ」で

す。今回は、久米島町役場 プロジェクト推進

室室長の中村氏に「久米島モデル」として、子

どもが少なくなった高校に県外から生徒を受け

入れ、年々その活動が活発になり、海外からも

受け入れをするようになったとのこと、他にも

新エネルギーや久米島海洋深層水複合利用等、

久米島ならではのお話をしていただきました。



会場来場者に「球美の水」「久米島の天然水使用の水素水」をいただきました。 

休憩を挟んで、前回石垣島に台風の影響で飛行機が飛ばず、那覇でネット越しのご講演となった森先

生の登場です。あの時はきっと大変だったろうと思いますが、軽妙な語り口で当時の様子をお話しいた

だきました。とても楽しいお話しで、もちろん本題の「改正個人情報保護法－委員会規則、政令の『方

向性』」も 5 つの改正法の概要（個人情報の定義の明確化、利活用のための改正、保護のための改正、

個人情報保護委員会、グローバル化への対応）を一つずつ、しっかりと分かり易い解説をいただきまし

た。この日最後のセッションは、当協会女性部会主催で羽田のクロノゲート見学をさせていただいた繋

がりで、ヤマトパッキングサービス株式会社のソリューション部佐藤部長に「本当のパケットを運ぶ巨

大なルータのクロノゲート」として、実際にあったことや取り組み等をお話しいただきました。特に私

たちは見学に行ったことがあるので、「本当のパケットを運ぶ・・」という現状がすばらしく、どうし

てこんな隙間に、そして空いている場所にさ

っと入って行けるのだろうか？と目が釘付け

になったほどでした。見ていて飽きない感じ

を久しぶりに体験しました。通信関係ってパ

ケットという言葉は耳慣れていますが、まさ

に！ネットワークを駆使してのご活躍、そし

て一部物品の修理サービスやメディカル物流

へも手を広げていると言うことでした。朝か

ら盛りだくさんの講演も 18:00 には終了し、

この後意見交換会と懇親会（レストラン「竜」）

へとバスで移動しました。 

■7 月 8 日（金） 

 この日のセッションは多種にわたったプログラムです。まずはじめに「Fintech の技術と法」として、

高橋郁夫先生です。出版された「仮想通貨―技術・法律・制度―」が重版出来したそうで、まずはその

ご紹介からでした。最近頻繁に耳にする「Fintech」とは何か？から、全体像を元に、それに関わると

思われる技術（ブロックチェーン、モバイル、AI、ビッグデータ）を具体的に説明いただきました。次

に今回のフォーラムに協賛いただいた 4 社にそれぞれ、プレゼン（そのうち 3 社）をしていただきまし

た。BBIX 株式会社、ＮＴＴファイナンス・アセットサービス株式会社、NTT コミュニケーションズ株

式会社、さくらインターネット株式会社。この 4 社のご協賛があってこそ、開催できましたことをご報

告させていただくとともに、この場を借りて改めて御礼申し上げます。ありがとうございました。ぜひ、

来年もよろしくお願いいたします。 

 昼食終了後は、「マイクロソフトにおけるクラウド・AI 戦略」として日本マイクロソフト株式会社 榊

原さんにご講演いただきました。まさにこれからのマイクロソフトの取り組み！のお話しでした。次に

「IoT と 5G でモバイルネットワークはどのように進化するか」エリクソン・ジャパン株式会社 藤岡

さんに、ご講演いただきました。あらゆるものがネットワーク化してきている今は IoT って、最近聞か

ない日は無いくらい毎日何かしらの話題がありますよね。2020 年に予測される各種 IoT 分野における

付加価値は 200 兆円らしいです。そして 5G への道のりをお話しいただきました。次にキャリア 3 社の

パネルです。「モバイルネットワークの IPv6 化サービスへの影響」というタイトルで、ここでしか話せ

ない、本音のトークをしてくださって、会場を交えて大変盛り上がりました。南の島のマジックです。

と仰る方もいらっしゃいました。毎年このフォーラムでは、思わず話してしまう、見たいな楽しいこと

が盛りだくさんになります。開催報告書でもそんなこと書かないし、参加した人だけのお得セッション

ですね。 



 次は、ちょっと方向性が変わって、「ダイバーシティー」のお話しです。企業が発展していくために

は人材は必要、日本アイ・ビー・エム株式会社の人事・ダイバーシティー企画担当部長の梅田さんにお

越しいただき、ダイバーシティーとは、IBM がこのダイバーシティーを取り入れた経緯や取り組みをお

話していただきました。そういえばご講演内で、勤務場所の話も出てきましたが、勤務したいからその

会社近辺に引っ越しをする人も多くいるとか、「強い！」そういう意識があるのはすごいです。 

その後、JAIPA 女性部会の初代部会長がモデレータをする「女性活躍推進法施行から 3 ヶ月から誰が

何をどうする」というタイトルで、パネルディスカッションに入りました。パネラーは JAIPA 女性部

会長 大川さん（新婚）、副部会長 橋本さん（一児の母）、ネットフォレスト 小林さん（独身）の 3

名を加え、自分の現状と今までで悩んだことや困ったことなど率直にお話しいただきディスカッション

をしていただきました。短い時間だったので、お一人お一人に時間が取れず大変失礼いたしました。ま

たどこかの場で機会を設けたいと思っております。女性でも男性でも仕事をしていれば私生活を絡めた

何らかの問題は多かれ少なかれ抱えているはず。それでも女性は子どもを産むという性質を持っている

ので、身体を拘束がされることが多いですね。女性活躍推進法については、内容を良く理解していない

ので何も書けませんが、楽しく働ける環境は大切だと思います。ぜひ、女性部会でもそんなことを話せ

たら良いかと思いました。 

休憩を挟んで、毎年恒例の「エグゼクティブトーク」です。もちろんモデレータは NTT コミュニケ

ーション株式会社常勤監査役 小林洋子様。今回はパネラーの人数も多く NTT コミュニケーションズ

株式会社 取締役（OCN 担当）大井貴氏、さくらインターネット株式会社 代表取締役社長 田中邦

裕氏、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 取締役執行役員 EVP（So-net 担当)  石

井隆一氏、ニフティ株式会社 代表取締役社長 三竹兼司氏、日本マイクロソフト株式会社 執行役 

最高技術責任者 榊原彰氏、BBIX 株式会社 専務取締役 COO 福智道一氏、ビッグローブ株式会社 

取締役副会長 古関義幸氏と 7 名です。「港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ」の音楽がかかり小林洋子

様の登場。もちろん皆さんオリオンビールを片手に口もなめらかになります。ここだけの、ここでしか

聞けないおはなし。。。 



 さて、3 日間のセミナーが終わり、イーフ

ビーチホテルでバーベキュー懇親会です。エ

イサー演舞も入り大いに盛り上がり、相互に

意見交換が出来たと思います。開催までご尽

力いただいたプログラム委員の皆様、イーフ

ビーチホテル支配人 比嘉様他、久米島役場、

ホテル関係の皆様、そして、参加してくださ

った皆様、ありがとうございました。毎回、

行き届かないことが多々有り申し訳ございま

せん。これに懲りずに、来年も是非ご参加く

ださい。たぶん、開催できるかとおもいます。

（M） 


