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13:00-14:00 14:30-16:30 16:50-18:50
1A1 秘密分散 1A2 カードプロトコル
座⻑： 安永 憲司 (⾦沢⼤学) 座⻑： 真鍋 義⽂ (⼯学院⼤学)
1B1 ペアリング 1B2 バイオメトリクス(1)
座⻑： 林 卓也 (NICT) 座⻑： ⾼橋 健太 (⽇⽴製作所)
1C1 機械学習 1C2 産業制御システムセキュリティ
座⻑： 姜 ⽞浩 (東京理科⼤学) 座⻑： 中⾥ 純⼆ (NICT)
1D1 検索可能暗号(1) 1D2 検索可能暗号(2)
座⻑： ⽳⽥ 啓晃 (⻑崎県⽴⼤学) 座⻑： ⼩林 鉄太郎 (NTT)
1E1 ⾃動⾞セキュリティ(1) 1E2 ⾃動⾞セキュリティ(2)
座⻑： 井上 博之 (広島市⽴⼤学) 座⻑： ⽮嶋 純 (富⼠通研究所)
1F1 ⼼理学 1F2 Fintech
座⻑： ⼤久保 隆夫 (IISEC) 座⻑： 宇根 正志 (⽇本銀⾏)

特別会場 招待講演

9:00-11:00 11:20-13:00 13:00-14:30 14:30-16:30 16:50-18:50 19:30-21:30
2A1 フォーマルメソッド 2A2 教育・調査報告 2A3 HWS: フォールト攻撃 2A4 公開鍵暗号ソフトウェア実装
座⻑： 須賀 祐治 (IIJ) 座⻑： 盛合 志帆 (NICT) 座⻑： 佐伯 稔 (IPA) 座⻑： 駒野 雄⼀ (東芝)
2B1 共通鍵暗号(1) 2B2 共通鍵暗号(2) 2B3 格⼦暗号 2B4 格⼦問題
座⻑： 廣瀬 勝⼀ (福井⼤学) 座⻑： 岩⽥ 哲 (名古屋⼤学) 座⻑： ⻘野 良範 (NICT) 座⻑： ⻑沼 健 (⽇⽴製作所)
2C1 DoS 攻撃対策 2C2 ネットワーク攻撃観測・検知・対策 2C3 ウェブセキュリティ 2C4 悪性ドメイン対策
座⻑： 渡邊 裕治 (IBM) 座⻑： 森 達哉 (早稲⽥⼤学) 座⻑： 吉岡 克成 (横浜国⽴⼤学) 座⻑： 井上 ⼤介 (NICT)
2D1 プライバシ保護(1) 2D2 セキュリティ設計・評価 2D3 秘匿計算(1) 2D4 秘匿計算(2)
座⻑： 瀬⼾ 洋⼀ (産業技術⼤学院⼤学) 座⻑： ⽮内 直⼈ (⼤阪⼤学) 座⻑： 岩本 貢 (電気通信⼤学) 座⻑： 濱⽥ 浩気 (NTT)
2E1 HWS: 計測・センサーセキュリティ(1) 2E2 HWS: 計測・センサーセキュリティ(2) 2E3 ⾃動⾞セキュリティ(3) 2E4 ⾃動⾞セキュリティ(4)
座⻑： ⾼橋 順⼦ (NTT) 座⻑： 林 優⼀ (東北学院⼤学) 座⻑： 中野 稔久 (パナソニック) 座⻑： ⽵森 敬祐 (KDDI総合研究所)
2F1 関数暗号 2F2 IDベース暗号 2F3 暗号理論(1) 2F4 暗号理論(2)
座⻑： ⼩柴 健史 (埼⽟⼤学) 座⻑： 松⽥ 隆宏 (産業技術総合研究所) 座⻑： 藤岡 淳 (神奈川⼤学) 座⻑： ⽶⼭ ⼀樹 (茨城⼤学)

特別会場   懇親会

9:00-11:00 11:20-12:40 12:40-14:10 14:10-16:10 16:30-18:10 19:00-21:00
3A1 素因数分解・離散対数問題 3A2 乱数(1) 3A3 多変数公開鍵暗号 3A4 k-匿名性
座⻑： 下⼭ 武司 (富⼠通研究所) 座⻑： 荒⽊ 俊輔 (九州⼯業⼤学) 座⻑： 安⽥ 貴徳 (岡⼭理科⼤学) 座⻑： 野島 良 (NICT)
3B1 バイオメトリクス(2) 3B2 同種写像暗号 3B3 プライバシ保護(2) 3B4 ユーザ認証(1)
座⻑： ⻄垣 正勝 (静岡⼤学) 座⻑： 伯⽥ 恵輔 (島根⼤学) 座⻑： 中村 徹 (KDDI総合研究所) 座⻑： ⼀⾊ 寿幸 (NEC)
3C1 HWS: サイドチャネル攻撃(1) 3C2 HWS: ハードウェアセキュリティ⼀般 3C3 HWS: サイドチャネル攻撃(2) 3C4 HWS: PUF(1)
座⻑： 鈴⽊ ⼤輔 (三菱電機) 座⻑： 三浦 典之 (神⼾⼤学) 座⻑： 藤野 毅  (⽴命館⼤学) 座⻑： ⿃居 直哉 (富⼠通研究所)
3D1 ソフトウェア保護・コンテンツ保護 3D2 クラウドセキュリティ 3D3 モバイルセキュリティ(1) 3D4 モバイルセキュリティ(2)
座⻑： ⼤⽯ 和⾂ (静岡理⼯科⼤学) 座⻑： 松浦 幹太 (東京⼤学) 座⻑： 稲村 勝樹 (東京電機⼤学) 座⻑： ⻘⽊ 和⿇呂 (NTT)
3E1 IoTセキュリティ(1) 3E2 IoTセキュリティ(2) 3E3 標的型攻撃・内部不正対策 3E4 標的型メール対策
座⻑： 浅野 智之 (ソニー) 座⻑： 松崎 なつめ (⻑崎県⽴⼤学) 座⻑： 島 成佳 (NEC) 座⻑： 津⽥ 侑 (NICT)
3F1 多機能署名 3F2 準同型暗号 3F3 暗号プロトコル 3F4 代理⼈再暗号化
座⻑： ⾼島 克幸 (三菱電機) 座⻑： 縫⽥ 光司 (産業技術総合研究所) 座⻑： 江村 恵太 (NICT) 座⻑： 川合 豊 (三菱電機)

特別会場   ナイトセッション

9:00-11:00 11:20-13:00
4A1 量⼦暗号・量⼦計算 主催： 電⼦情報通信学会 情報セキュリティ研究専⾨委員会 (ISEC研) 
座⻑： 四⽅ 順司 (横浜国⽴⼤学) 協催： 電⼦情報通信学会 バイオメトリクス研究専⾨委員会 (BioX研)
4B1 楕円曲線暗号 4B2 乱数(2) 電⼦情報通信学会 情報通信システムセキュリティ研究専⾨委員会 (ICSS研) 
座⻑： 篠原 直⾏ (NICT) 座⻑： ⼤東 俊博 (東海⼤学) 電⼦情報通信学会 ハードウェアセキュリティ時限研究専⾨委員会 (HWS研) 
4C1 HWS: 公開鍵暗号ハードウェア実装 4C2 HWS: PUF(2) 情報処理学会 コンピュータセキュリティ研究会 MWS組織委員会
座⻑： 秋下 徹 (ソニー) 座⻑： 汐崎 充 (⽴命館⼤学)
4D1 プライバシ保護(3) 4D2 ユーザ認証(2)
座⻑： 菊池 浩明 (明治⼤学) 座⻑： 尾花 賢 (法政⼤学)
4E1 脆弱性解析・対策 4E2 MWS；研究活動とResponsible disclosure*            *セッション 4E2 は MWS 組織委員会による企画セッション (anti-Malware engineering Workshop) です
座⻑： ⽟⽥ 春昭 （京都産業⼤学) 座⻑： 寺⽥ 真敏 (⽇⽴製作所)
4F1 署名と応⽤ 4F2 放送暗号・メッセージ伝達
座⻑： ⼤久保 美也⼦ (NICT) 座⻑： 國廣 昇 (東京⼤学)
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