
2018年暗号と情報セキュリティシンポジウム(SCIS2018) セッション表 2018年1月23～26日   朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター   http://www.iwsec.org/scis/2018/ 

13:00-14:00 14:30-16:30 16:50-18:50

1A1 IDベース暗号 1A2 高機能暗号

座長： 川合 豊（三菱電機） 座長： 江村 恵太(情報通信研究機構)

1B1 暗号理論（１） 1B2 耐量子暗号（１）

座長： 安永 憲司（金沢大学） 座長： 米山 一樹(茨城大学)

1C1 セキュリティ評価モデル（１） 1C2 セキュリティ評価モデル（２）

座長： 須賀 祐治（IIJ） 座長： 面 和成(筑波大学)

1D1 サイドチャネル攻撃（１） 1D2 サイドチャネル攻撃（２）

座長： 菅原 健(電気通信大学) 座長： 永田 真(神戸大学)

1E1 ネットワークセキュリティ（１） 1E2 自動車セキュリティ（１）

座長： 八木 毅(NTT) 座長： 今本 吉治(パナソニック)

1F1 WEBセキュリティ（１） 1F2 WEBセキュリティ（２）

座長：齋藤 孝道（明治大学） 座長： 金岡 晃(東邦大学)

特別会場 招待講演

9:00-10:40 11:00-13:00 13:00-14:30 14:30-16:30 16:50-18:10 19:00-21:00

2A1 秘密計算（１） 2A2 秘密計算（２） 2A3 秘密分散 2A4 情報理論的安全性

座長： 菊池 浩明 (明治大学) 座長： 濱田 浩気(NTT) 座長： 菊池 亮(NTT) 座長： 岩本 貢(電気通信大学)

2B1 格子暗号（１） 2B2 数論・計算問題 2B3 ストリーム暗号 2B4 耐量子暗号（２）

座長： 青野 良範(情報通信研究機構) 座長： 林 卓也(神戸大学) 座長： 大東 俊博(東海大学) 座長： 國廣 昇（東京大学）

2C1 ブロック暗号（１） 2C2 ブロック暗号（２） 2C3 署名・MAC 2C4 Fintech

座長： 吉田 博隆(産業技術総合研究所） 座長： 峯松 一彦（NEC） 座長： 岩田 哲(名古屋大学) 座長： 穴田 啓晃(長崎県立大学)

2D1 PUF（１） 2D2 PUF（２） 2D3 計測・センサーセキュリティ（１） 2D4 ハードウェア実装

座長： 鈴木 大輔(三菱電機) 座長： 駒野 雄一(東芝) 座長： 藤野 毅(立命館大学) 座長： 川村 信一（東芝）

2E1 制御システムセキュリティ（１） 2E2 自動車セキュリティ（２） 2E3 制御システムセキュリティ（２） 2E4 マルウェア（１）

座長： 矢嶋 純(富士通研究所) 座長： Camille Vuillaume(Bosch) 座長： 大久保 隆夫(情報セキュリティ大学院大学) 座長： 寺田 真敏(日立製作所)

2F1 生体認証 2F2 WEBセキュリティ（３） 2F3 社会課題・制度 2F4 ユーザ認証

座長： 高橋 健太(日立製作所) 座長： 津田 侑(情報通信研究機構) 座長： 金森 祥子(情報通信研究機構) 座長： 伊藤 康一(東北大学)

特別会場 　 懇親会

9:00-10:40 11:00-13:00 13:00-14:30 14:30-16:30 16:50-18:10 19:00-21:00

3A1 暗号プロトコル（１） 3A2 暗号プロトコル（２） 3A3 公開鍵暗号 3A4 格子暗号（３）

座長： 矢内 直人(大阪大学) 座長： 縫田 光司(産業技術総合研究所) 座長： 大竹 剛(NHK) 座長： 草川 恵太(NTT)

3B1 カードプロトコル 3B2 暗号理論（２） 3B3 楕円・超楕円曲線暗号（１） 3B4 楕円・超楕円曲線暗号（２）

座長： 尾形 わかは(東京工業大学) 座長： 高島 克幸(三菱電機) 座長： 有田 正剛(情報セキュリティ大学院大学) 座長： 酒井 康行(三菱電機)

3C1 格子暗号（２） 3C2 検索可能暗号（１） 3C3 モバイルセキュリティ 3C4 k-匿名性

座長： 長沼 健(日立製作所) 座長： 吉野 雅之(日立製作所) 座長： 稲村 勝樹 (東京電機大学) 座長：高橋 翼(NEC)

3D1 ソフトウェア・コンテンツ保護 3D2 ハードウェアセキュリティ（１） 3D3 ハードウェアセキュリティ（２） 3D4 計測・センサーセキュリティ（２）

座長： 清藤 武暢(日本銀行) 座長： 佐伯 稔(IPA) 座長： 本間 尚文(東北大学) 座長： 藤本 大介（NAIST)

3E1 IoTセキュリティ(1) 3E2 自動車セキュリティ（３） 3E3 自動車セキュリティ（４） 3E4 フォーマルメソッド

座長： 森岡 澄夫(インターステラテクノロジズ) 座長： 高橋 順子(NTT) 座長： 井上 博之 (広島市立大学大学院) 座長： 渡辺 大(日立製作所)

3F1 機械学習 3F2 MWS企画セッション 3F3 マルウェア（２） 3F4 ネットワークセキュリティ（２）

座長： 中村 徹(KDDI総合研究所) 座長： 寺田 真敏(日立製作所) 座長： 吉岡 克成（横浜国立大学） 座長： 秋山 満昭（NTT)

特別会場 　 ナイトセッション

9:00-10:40 11:00-13:00

4A1 耐量子暗号（３） 4A2 検索可能暗号（２） 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) 

座長： 松田 隆宏(産業技術総合研究所) 座長： 平野 貴人(三菱電機) 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 署名 4B2 ネットワーク攻撃検知 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) 

座長：花谷 嘉一(東芝) 座長： 芦野 祐樹（NEC) 電子情報通信学会　ハードウェアセキュリティ特別研究専門委員会 (HWS研) 

4C1 プライバシー保護（１） 4C2 プライバシー保護（２） 情報処理学会　コンピュータセキュリティ研究会（CSEC研）

座長： 野島 良(情報通信研究機構) 座長： 竹之内 隆夫（NEC）

4D1 ソフトウェア実装（１） 4D2 ソフトウェア実装（２）

座長： 大石 和臣(静岡理工科大学) 座長： 光成 滋生(サイボウズ・ラボ)

4E1 IoTセキュリティ（２） 4E2 IoTセキュリティ（３）

座長： 鳥居  直哉(富士通研究所) 座長： 中里 純二(情報通信研究機構)

4F1 ブロックチェーン（１） 4F2 ブロックチェーン（２）

座長： 多田 充(千葉大学) 座長：佐古 和恵(NEC)
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