
1/22（水） 懇親会予約

お客様の個人情報の取扱いについて

１．個人情報の取得・利用について

お客様からお預かりした個人情報は、予め通知又は公表させていただいた目的の達成のために必

要な範囲内で利用いたします。目的の範囲を超えて利用する必要が生じた場合は、その旨お客様に

ご連絡（通知）し、かつ同意をいただきます。

また、お客様から個人情報をご提供いただく場合は、その利用又は提供の目的を明らかにし、お客さ

まの同意を得たうえで取得させていただきます。なお、お客様から個人情報をご提供いただけない場

合は、ご利用できないサービスがございますことを予めご了承ください。

２．個人情報の利用目的について

当社及び当社の受託旅行業者は、ご提供いただいた個人情報について、(1) お客様との間の連絡の

ため、(2) 運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、(3) 大会に関する諸手続のため、(4) 当社

の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険の手続きのため、(5) 当社及び当社

と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、(6) 旅

行参加後のご意見やご感想のお願いのため、(7) アンケートのお願いのため、(8) 特典サービス提供

のため、(9) 統計資料作成のために利用させていただきます。

３．個人情報の第三者への提供について

当社は、運送・宿泊機関等のサービス手配、提供、及び旅行に関する諸手続きの目的を達成するた

め、お客様の氏名、住所、電話番号、搭乗便名等を運送・宿泊機関に、書類又は電子データにより、提

未ログイン状態です。

SCIS2016

2016年 暗号と情報セキュリティシンポジウム

代表者個人情報 新規登録
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1/22（水） 懇親会予約

は必須項目です。

氏名：
LastName FirstName

(例：日本) (例：太郎)

氏名フリガナ：

(全角カタカナ)

ニホン タロウ

(例：ニホン) (例：タロウ)

性別： 男性 女性

生年月日： 1977/12/04 (yyyy/mm/dd（西暦/月/日）)

e-mailアドレス：
email@example.com

(携帯アドレス不可)

e-mailアドレス(確認用)：
email@example.com

(同じものをもう一度入力して下さい)

パスワード：

•••••••••• (半角英数のみ)

※個人情報を守るために必要です。類推されにくい半角英数6文字以上で

ご記入ください。

パスワード(確認用)：
••••••••••

(同じものをもう一度入力して下さい)

所属先： University of Example

所属先フリガナ：

(全角カタカナ)

部署： Department of Computer Science

役職： Associate Professor

所属先郵便番号： 123456 (例： 160-0011) 住所を自動入力

所属先都道府県： 海外

所属先住所： 123 Example Street, Example Town, Example Country

所属先電話番号： 123456789 (例： 03-1111-2222)

所属先FAX番号： 123456799 (例： 03-1111-2222)

領収書の発行： 必要

領収書宛名　参加登録分： NameOnYourInvoice

領収書宛名　懇親会分： NameOnYourInvoice

戻る 確認画面へ

未ログイン状態です。

SCIS2016

2016年 暗号と情報セキュリティシンポジウム

代表者個人情報 新規設定
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1/22（水） 懇親会 予約

氏名： LastName FirstName

氏名フリガナ： ニホン タロウ

性別： 男性

生年月日： 1977/12/04

e-mailアドレス： email@example.com

パスワード： **********

所属先： University of Example

所属先フリガナ：

部署： Department of Computer Science

役職： Associate Professor

所属先郵便番号： 123456

所属先都道府県： 海外

所属先住所： 123 Example Street, Example Town, Example Country

所属先電話番号： 123456789

所属先FAX番号： 123456799

領収書の発行： 必要

領収書宛名　参加登録分： NameOnYourInvoice

領収書宛名　懇親会分： NameOnYourInvoice

戻る 設定

未ログイン状態です。
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2016年 暗号と情報セキュリティシンポジウム

代表者個人情報 新規設定 - 確認画面

medtib
Rectangle

medtib
Callout
Check the fields are correct and confirm



1/20（水） 懇親会予約

参加費用・スケジュールをご確認の上、登録期間内にお申込みください。

◆　参加登録　受付期間

2015年10月30日(金)〜2016年1月5日(火)23:59

●　参加費用（事前登録）

　一般参加者(社会人学生含む) 33,000円

　学生参加者(社会人学生除く) 20,000円

■　お支払いの流れ　

全ての予約が完了しましたら、サイト上にて予約内容をご確認の上、登録費用のお支払いをお願いいた

します。

ご登録は、登録費用のお支払いをもって確定します。

＜最終お支払い期日＞　2016年1月5日(火)

事前に参加登録いただいた場合でも、最終お支払い期日までにお支払いいただいていない場合は、

参加登録費も懇親会費も当日参加の料金となります。

は必須項目です。

参加者 選択して下さい

参加区分 一般参加者(社会人学生含む)(33,000円)

E-mail email@example.com

合計料金

登録 登録しない(次へ) 戻る

操作日時
受付
番号

氏名 参加区分 内容 取消

Tibouchi Mehdi

SCIS2016

2016年 暗号と情報セキュリティシンポジウム

参加登録 新規予約
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1/20（水） 懇親会予約

参加費用・スケジュールをご確認の上、登録期間内にお申込みください。

◆　懇親会　受付期間

2015年10月30日(金)〜2016年1月5日(火)23:59

●　懇親会費用（事前登録）

　一般参加者(社会人学生含む) 10,000円

　学生参加者(社会人学生除く) 7,000円

※懇親会の参加は「その他予約」からご登録ください。

■　お支払いの流れ　

全ての予約が完了しましたら、サイト上にて予約内容をご確認の上、登録費用のお支払いをお願いいた

します。

ご登録は、登録費用のお支払いをもって確定します。

＜最終お支払い期日＞　2016年1月5日(火)

事前に参加登録いただいた場合でも、最終お支払い期日までにお支払いいただいていない場合は、

参加登録費も懇親会費も当日参加の料金となります。

1/20（水） 懇親会 予約

登録しない(次へ)

Tibouchi Mehdi

SCIS2016

2016年 暗号と情報セキュリティシンポジウム

その他の予約 項目一覧
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1/20（水） 懇親会予約

参加費用・スケジュールをご確認の上、登録期間内にお申込みください。

◆　懇親会　受付期間

2015年10月30日(金)〜2016年1月5日(火)23:59

●　懇親会費用（事前登録）

　一般参加者(社会人学生含む) 10,000円

　学生参加者(社会人学生除く) 7,000円

※懇親会の参加は「その他予約」からご登録ください。

■　お支払いの流れ　

全ての予約が完了しましたら、サイト上にて予約内容をご確認の上、登録費用のお支払いをお願いいた

します。

ご登録は、登録費用のお支払いをもって確定します。

＜最終お支払い期日＞　2016年1月5日(火)

事前に参加登録いただいた場合でも、最終お支払い期日までにお支払いいただいていない場合は、

参加登録費も懇親会費も当日参加の料金となります。

は必須項目です。

利用者 選択して下さい

合計料金

予約者連絡欄

1/20（水） 懇親会 予約

選択 内容 料金 内容説明

申込なし

一般参加者(社会人学生含む) ¥10,000

学生参加者(社会人学生除く) ¥7,000

登録(その他の予約を終わる) 登録(その他の予約を続ける) 登録しない(次へ) 戻る

操作日時
受付
番号

氏名 内容 取消

Tibouchi Mehdi

SCIS2016

2016年 暗号と情報セキュリティシンポジウム

その他の予約 (1/20（水） 懇親会 予約) - 新規予約
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1/20（水） 懇親会予約

予約内容検索

種　別 利用者 全て

受付番号をクリックすると、予約内容の確認および変更が行えます。

確認ボタンをクリックすると、予約内容の確認メールが送信されます。

取消ボタンをクリックすると、予約内容を取り消します。

項目タイトルをクリックすると、ソートされます。

受付
番号

料金 確認 取消

2015/11/16

17:49:50
o35 その他の予約 ティブシ メディ 10,000円

2015/11/16

17:48:06
e57 参加登録 ティブシ メディ 33,000円

2件該当 1/1ページを表示

Tibouchi Mehdi

SCIS2016

2016年 暗号と情報セキュリティシンポジウム
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シンポジウム参加登録番号 e1234

Eメールアドレス
email@example.com

 ※参加登録で登録されたアドレス

発表申込用パスワード登録 ••••••••••  ※半角英数字6〜10文字

発表申込用パスワード
(確認入力)

••••••••••

SUBMIT

※ログインは、こちらから。

※当サイトは、CookieとJavaScriptを使用しています。
　ブラウザの設定でこれらを無効にしている場合は、有効にして下さい。
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Japanese(日本語)　 English
**Copyright Transfer
　The Copyright Transfer separately set in the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE),
however, we established overall "Copyright Provisions" and put in force from April 1, 2003. These rules will be applied to the
submitted papers to the 2016 Symposium on Cryptography and Information Security. The IEICE Provisions on Copyright are
available in the below. Please read through and understand them before submitting your paper. Copyright transfer will be
completed by clicking "Agree with Copyright Transfer" button. Please note that the applicant shall confirm that all authors
agree to transfer the copyright in advance to submit paper.

* The personal information will exclusively be used for sending out the products,
replying to inquiries, sending information on the meeting and preparing all
necessary to hold the Symposium.

IEICE Provisions on Copyright
(Enacted 24 February 2003)
(Partially revised 17 April 2006)
(Partially revised 14 April 2008)
(Partially revised 22 October 2008)
(Partially revised 19 July 2011)
(Partially revised 24 September 2012)
(Aims)
Article 1
These provisions aim to lay down the handling of copyright on edited works, database works and individual works
owned by the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE).

(Terms)
Article 2
Terms used in these provisions shall be defined as follows:
1. copyright - includes all rights stipulated in Articles 21 through 28 of the Copyright Law;
2. work - refers to a creative expression of thought or emotion, covering the arts, scholarship, fine art and music;
3. author - one who creates works.
Hereinafter, works for which the IEICE holds the copyright shall be referred to as “IEICE works.”

(Copyright Jurisdiction)
Article 3
As a rule, the copyrights for edited works, database works and individual works of the IEICE belong to the IEICE.
2. In cases where the principle of the preceding paragraph cannot be observed on account of extraordinary
circumstances, the author shall inform the IEICE accordingly when submitting or contributing his/her article.

(Assignment of Copyright)
Article 4
The assignment of copyright from an author to the IEICE shall be effective from the time the work, having been
submitted or contributed, is received by the IEICE, the author having read and understood the IEICE's Provisions on
Copyright, entered the necessary information on the deed of copyright assignment, and enclosed said deed with the
work.
2. In the case that a work for which the IEICE had formerly received a deed of copyright assignment becomes unable
to be published in the IEICE Transactions, etc, the IEICE shall return any copyrights they hold at that time on the work
concerned.
3. The assignment of copyright on edited and database works from an author to the IEICE shall take effect from the
time the deed of assignment is received by the IEICE, the author of the edited and database works having read and
understood the IEICE's Provisions on Copyright, as set down in these regulations, entered the necessary information,

I agree with the copyright transfer

Apply ( Agree with Copyright Transfer )
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To submit a new presentation, please first consent to the copyright transfer to IEICE.



受付管理番号：700071
論文番号：(新規登録)

論文題目(和文)

論文題目(英文) Title of Your Talk

　※論文本文が英文の場合は、和文題目は不要です。
　　論文本文が和文の場合は、和文と英文両方の題目を入力してください。

著者 著者名 著者所属 著者所属 講演者

著者1 First Author 著者1所属 University of First Example

著者2 Second Author 著者2所属 Second Example, Inc.

著者3 Third Author 著者3所属 Institute of Third Example Research

著者4 著者4所属

著者5 著者5所属

著者6 著者6所属

著者7 著者7所属

著者8 著者8所属

著者9 著者9所属

著者10 著者10所属

　※著者が10名を越える場合は、コメント欄に残りの著者名、所属を入力してください。

論文賞対象
 はい　  いいえ　

　※発表者が学部卒10年以内、かつSCIS論文賞未受賞

WEB概要(日本語500文字以内。英語1300文字以内)

Abstract of Your Talk

　※ISO-2022-JPの標準文字セット（JIS）にない文字（環境依存文字など）は文字化けするため、
　　使用しないでください。
　※日本語500文字、英語1300文字を超えて入力した場合は、WEB概要として掲載されないことがあります。
　※改行は無視（削除）されます。
　※WEB概要には入力された通りに記載致します（TeXのコマンドは解釈されません）。
　※12/4(金)23:59までに登録してください。
　　12/5(土)以降の特定のタイミングのものをプログラム編成に利用します。
　※12/15(火)23:59までに修正してください。
　　12/16(水)以降の特定のタイミングのものをSCIS2016ホームページで公開するとともに、
　　USBメモリ，予稿集にも収録します。

論文カテゴリー

ブロック暗号 ストリーム暗号

ハッシュ関数 暗号利用モード

上記以外の共通鍵暗号 情報理論的安全性

暗号理論 暗号プロトコル

公開鍵暗号 署名・認証

IDベース/属性ベース/関数暗号 数論問題・計算問題

準同型暗号 難読化と多重線形写像

鍵依存/漏洩/改竄安全性 多機能署名

代理人再暗号化 検索可能暗号

楕円・超楕円曲線暗号 擬似乱数

格子暗号 量子暗号・量子計算
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List of authors and affiliations:(the checkbox on the right selects the presenting author)
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Whether the presenting author is eligible for the SCIS paper award: yes/no (must have obtained their bachelor with the last 10 years)
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Text Box
Select one category:*Block ciphers*Hash functions*Symmetric-key (other)*Theory of crypto*Public-key encryption*IBE/ABE/FE*Homomorphic enc.*KDM/Leakage res.*Proxy re-encryption*(Hyper)elliptic curves*Lattice-based crypto
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Text Box
*Stream ciphers*Mode of operations*Information-theoretic security*Crypto protocols*Signatures/authentication*Number-theoretic problems/complexity*Obfuscation and multilinear maps*Signatures with rich functionalities*Searchable encryption*Pseudo-randomness*Quantum cryptography/computation



耐量子暗号 秘匿計算

秘密分散 上記以外の公開鍵暗号系

鍵管理 電子透かし

マルウェア対策 コンテンツ保護

ソフトウェア保護 ネットワーク攻撃検知

セキュリティ評価モデル クラウドセキュリティ

フォーマルメソッド 組み込みセキュリティ

IoTセキュリティ ネットワークセキュリティ

ウェブセキュリティ モバイルセキュリティ

自動車セキュリティ 位置情報に関するプライバシー保護

プライバシー保護 k-匿名化

差分プライバシー 生体認証

バイオメトリクス 電力/電磁波解析等によるサイドチャネル攻撃

サイドチャネルのための情報漏えいモデル サイドチャネル解析のケーススタディ

Physical Unclonable Function (PUF) 実装と評価

教育・心理学 上記以外

論文原稿(本文) Browse… No file selected.

(注) １.講演申し込みの際には、論文原稿（本文）を空欄として登録できます。
２.論文原稿(本文)は、12/15(火)23:59までに登録/修正ください。
　 12/16(水)以降の特定のタイミングで登録済のものを予稿集に載せます。
３.論文原稿(本文)の投稿は、A4/8ページ以下（サイズ：1.5MB以下）のPDFファイルに限ります。

コメント(200文字以内) 　※11名以上著者がいる場合の記入欄

Comments to the organizers. If your submission has more than 10 authors, please insert the additional authors 
here.

登録
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*Post-quantum crypto*Secret sharing*Key management*Malware prevention*Software protection*Security evaluation*Formal methods*IoT security*Web security*Automotive security*Privacy proctection*Differential privacy*Biometrics*SCA leakage models*PUFs*Education/psychology
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*Secure computation*Public-key (other)*Digital watermarking*Content protection*Network attack detection*Cloud security*Embedded security*Network security*Mobile security*Location-related privacy protection*k-anonymization*Bio-authentication*Power analysis, EM analysis*SCA case studies*Implementations and evaluations*Other
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