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日時：2019 年 7 月 11 日（木）～12 日（金） 
 7 月 10 日（水）石垣島にて恒例のセキララ会開催 
場所：久部良多目的集会施設 〒907-1801 沖縄県八重山郡与那国町字与那国 4022-223 
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 
参加資格：JAIPA 会員限定 
費用：  参加費：無料 懇親会費：有料（4000 円程度） 
参加者：11 日（木）73 名、12 日 71 名 総計 75 名 （セキララ会 40 名） 
プログラム： 
■7 月 10 日（水） 
・15:00～第一部： ○○笑百科？！ABUSE 対策ま～るく治めます！ 
 インターネットを利用するサービスの不正利用（ABUSE 案件）対応業務に携わる各界の担当

者が、最新の「現場で起きていること」を紹介しつつ、対応上の課題や対策の是非について法的

識者も参加し解説を加えます。いまさら聞けない abuse 対策のイロハが学べますよ・・ 
パネリスト（氏名は当日発表・当日限り） 
ISP の abuse 対策担当、ISP の法務担当、警察関係者、・弁護士 

 
・16:10～第二部： 特殊詐欺の実態と対策、MVNO を巻き込んだ秘策とは 
偽造した身分証による MVNO の不正申し込み対策は、このセキララ会で情報共有し ISP 各社の

対策に繋がったとの評価を得ています。また ISP の問題意識が伝わり、警察庁の本腰を入れた取

り組みも動き出しました。今回は一歩踏み込んでオレオレ詐欺などの特殊詐欺の実態報告と、本

邦初公開、警察庁からの本格対策について特別講演をお願いしています。 
 パネリスト（氏名は当日発表・当日限り） 
 
・17:20～第三部 海賊版サイトブロッキング問題 その２ 
大山鳴動した海賊版サイトブロッキング問題は、ダウンロード違法化や、アクセス警告方式など

様々な議論が行われ現在に至っている。強硬な著作権側の意見と ISP や法律家が真っ向から対立

したままで、果たして国民の理解が得られるゴールに到達できるのか、刃を鞘に納め落ち着いた

議論を関係者でやる場を持ちたい、本当に関係者が同じテーブルについてくれるのか、石垣島の

夜が熱い！ 
 パネリスト（氏名は当日発表・当日限り） 
著作権団体関係者、ISP 関係者、弁護士、報道関係者 

■7 月 11 日（木） 



14:00-  受付開始 
14:30-14:35 開会挨拶 JAIPA 会長 会田容弘 
14:35-14:45 来賓挨拶 与那国町 副町長 金城信浩氏 
14:45-15:45 与那国遠隔教育について 
   与那国町教育委員会 教育課長 磯部大輔氏 
   株式会社フィオレ・コネクション 代表取締役 松川來仁氏 
15:45-16:10 ゲーム等が繋がらない"課題を検討する横断 WG の立ち上げについて 
   松本昇氏（株式会社シーエスファーム） 

  丹羽健吾氏（株式会社 NTT ぷらら） 
16:10-16:20 休憩 
16:20-18:20 これからどうする IoT 
  NTT ドコモ株式会社 法人ビジネス本部 IoT ビジネス部 田辺守氏 

KDDI 株式会社 ビジネス IoT 推進本部 ビジネス IoT 営業推進部 
     開発 2 グループ 高田和典氏 

ソフトバンク株式会社 IoT 事業推進本部 竹岡航司氏 
  パネルディスカッション・質疑 
19:00-21:00 懇親会 
 
■7 月 12 日（金） 
9:00-  受付開始 
09:30-10:10 特別講演 

総務省のサイバーセキュリティ政策について NOTICE 関連 
   総務省 サイバーセキュリティ統括官 竹内芳明 氏 
10:10-10:30 IoT セキュリティ対策最前線 
    IIJ セキュリティ本部 本部長 齋藤衛氏 
10:30-10:35  休憩（パネル準備） 
10:35-11:15  特殊詐欺の実態と対策、プロバイダに出来ること 

 基調講演 NTT コミュニケーションズ 土沼恒之氏 
11:15-12:15 特殊詐欺の実態と対策、プロバイダに出来ること 
  パネルディスカッション 
    パネリスト：警察庁・プロバイダ関係者（当日発表！） 
   モデレータ：プログラム委員 小山 覚氏 
12:15-13:20 お昼休憩 

12:40-12:50 クラウドカンファレンスへのご招待 
      NTT コミュニケーションズ 左部 真也氏 
      NTT ビズリンク株式会社 中村 哲雄氏 

1250-1300 安全・安心マーク推進協議会 
13:20-13:50 今日的 IT 環境のセキュリティ対策  

～AI ベンチャーの CSO 実務のご紹介～ 



Preferred Networks 執行役員 最高セキュリティ責任者 高橋正和氏 
13:50-15:40  Blocking とダウンロードの違法化 

・海賊版サイト対策に関わる取材をして思うこと 
    若江 雅子氏(読売新聞 編集局 編集委員) 

～昨日のやりとりをご紹介～ 
・海賊版サイト対策会議はなぜ紛糾したか 

    森 亮二氏(英知法律事務所 弁護士) 
・海賊版サイト対策について思うこと 

    田中 邦裕氏(さくらインターネット株式会社 代表取締役社長) 
・ディスカッション 

15:40-15:50 休憩 
15:50-17:35 5G の本当のところ 
  エリクソン・ジャパン CTO 藤岡雅宣氏 
   NTT ドコモ株式会社 5G 事業推進室 伊藤孝史氏 
   KDDI 株式会社 技術統括本部 モバイル技術本部  

次世代ネットワーク開発部 北島孝氏 
   ソフトバンク株式会社 先端技術開発本部 先端事業企画部 山田 大輔氏 
  パネルディスカッション・質疑 
17:35-17:40 閉会挨拶 沖縄 ICT フォーラム実行委員長 小林洋子氏 
17:40-18:10 片付け（机・椅子等） 
19:00-21:00 懇親会 
概要： 
今年も「セキララ会（招待制）※１」が前日に石垣島にて行われました。7 月 10 日（水）15:00
～ 終了後懇親会（19:00～）40 名の参加でした。 
場所：石垣市民会館  
https://www.jaipa.or.jp/invitation/ict2019in.php 
Abuse 対策、特殊詐欺、海賊版サイトブロッキング問題と現在問題になっていることを現場で対

応している方々の生々しい言葉で語っていただいています。その一部話せることを翌日の与那国

で話していただきました。 
 
今回は以前から皆さんのリクエストが多かった与那国での開催となりました。事前調査で会場

が小さく 80 名が精一杯。交通の便については、本数が少ないのと機体が小さいため人数運べない。

さらにタクシーは島に 1 台のみ、生活路線バスはあるものの本数もあまりなく、ちょっとそこま

でという移動手段がない。このように下見に行った時点で課題が多かったのですが、散々悩んだ

あげく開催を決定したのは【鶴の一声】だったでしょうか。十数年沖縄でイベントをしてきて、

当初人数も少なかったこともありましたが、ここ数年 150 名超えの参加者となっており、与那国

上陸は大人数は無理という判断で会員限定・さらに人数制限をさせていただきました。参加申込

みが多く 1 社 1 名にしぼり、多数の方をお断りしました。参加希望で参加出来なかった皆様には

大変申し訳ございませんでした。もしかしたら 3 年後与那国役場が新築され大きな会場が確保出

https://www.jaipa.or.jp/invitation/ict2019in.php


来るようですので、また与那国開催があるかもしれません。結果として参加人数は 75 名となり、

移動には貸切バスを手配し、昼食は安全・安心マーク推進協議会の共催としてランチミーティン

グといったように、コンパクト、そして移動しやすいように工夫したつもりです。その効果かど

うか、いつも 2 日目の朝はパラパラと集合時間に間に合わない方々もいらっしゃいましたが、今

回は、時間を繰り上げて開始することが出来るくらい余裕の集合でした。非常にまとまった少人

数ならではの会になりました。 
今回開催には当協会常任理

事秋山氏（現監事）が何回も下

見に行ってくださいました。開

催出来たのも秋山氏のご協力

があったからこそ、金城副町長

にも面談ができて、当日ご挨拶

にもおいでいただけました。今

年のプログラムは地元ネタと

して、「与那国の遠隔教育につ

いて」地元の教育委員会の方が

取組を紹介してくださり、遠隔

（東京）から実際に行っている

方のお話しをお伺いしました。

画面越しでも活発なやりとりをしている子ども達を見て、時代だなと感じました。事業者が常日

頃感心を持っている、IoT や 5G についてもキャリア 3 社の担当の方に来ていただき、すこし踏

み込んだお話しをしていただきました。「特殊詐欺」や「ブロッキングとダウンロードの違法化」

については、前日（セキララ会）に行った内容で話せることを集約して紹介、特に特殊詐欺関係

は当初からの流れも説明いただいたので現状での問題点も見えて来てとても勉強になりました。

後日モバイル部会でも土沼講師に来ていただき再度勉強会をして「特殊詐欺犯罪の撲滅に向けて」

という協会声明を出すことが出来ました。非常に充実したプログラムが多数有り、参加された方々

からもセミナーの内容も充実

して、移動もスムーズに出来て

良かったと感想がありました。

初めて沖縄 ICT フォーラムに

参加した講師の方は、「素晴ら

しい濃密な内容を議論されて

おり、感激し、また私自身の勉

強になりました。」と頂戴し、

今後も会社として参加出来る

ように社内に展開してくださ

るそうです。そういうお話しを

いただくと開催して良かった

と思います。さらによりよいイ



ベントが出来るようプログラム委員一同頑張りたいと思います。次回もぜひご参加いただければ

幸いです。参加されて、沖縄で開催する意義を感じていただければと思います。開催にあたり、

プログラム委員はじめ、地元の方含めたくさんの方々にご協力いただきました。ありがとうござ

いました。（M） 
 

会場設営風景：立石さん、秋山さん、宮内さん、三角さん、お疲れ様でした！ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


