
⽇本発のプロフェッショナルのための
国際セキュリティカンファレンス国際セキュリティカンファレンス

⽇時：2⽉17⽇・18⽇⽇時：2⽉17⽇・18⽇
場所：東京・御茶ノ⽔ソラシティカンファレンスホール

〜開催概要説明資料〜



「CODE BLUE」とは「CODE BLUE」とは
世界トップクラスのセキュリティ専門家による最新研究の講演を聞き、相互
に情報交換することができる ⾼度なセキ リテ 技術の交流と教育の機会に情報交換することができる、⾼度なセキュリティ技術の交流と教育の機会
を社会に提供するカンファレンスです。
本カンファレンスの目的
最新の攻撃・防御技術トレンドの共有

世界屈指のセキ リテ 専門家を海外から招聘し 最新の研究を国内外で共有するとともに

本カンファレンスの目的

世界屈指のセキュリティ専門家を海外から招聘し、最新の研究を国内外で共有するとともに、
国内の優秀な研究成果を国際社会に発信する事を目指します。本カンファレンスではセキュ
リティに関する研究内容を広く深く取り扱って⾏く予定です。

国際会議の発表の場 国籍を超えた情報交換・交流の場の提供国際会議の発表の場、国籍を超えた情報交換・交流の場の提供
⽇本国内・アジアの優秀な⼈材の国際会議への発表機会提供と、国籍を超えた世界屈指の
セキュリティ専門家との情報交換・交流の場の提供を目的として設⽴しました。

共同研究・事業連携の促進およびリクルートの機会提供共同研究・事業連携の促進およびリクルートの機会提供
国内・海外からの技術者・政府関係者・法執⾏機関、法律家など専門家がによるさまざまな
交流から⽣まれる共同研究・事業などの連携の促進、リクルートの機会を提供します

国際的コミュニティの形成国際的コミュニティの形成
アジア・欧⽶との橋渡し役として国際的コミュニティの形成を狙いとしています。
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背景背景
セキュリティ⼈材確保の強いニーズ

政府発表では国内には約８万⼈のセキ リティ⼈材が不⾜しているという さらに政府発表では国内には約８万⼈のセキュリティ⼈材が不⾜しているという。さらに
「強靭で、活⼒ある、世界を率先するサイバー空間の構築」のために、グローバルに活
躍できる⼈材育成が重要で、国際会議への参加、開催を推進すると「サイバーセキュリ
ティ戦略（案）」（2013/6 NISC発表）と宣⾔されています

ベンダ 中⽴な国際セキ リテ カンフ レンスは海外発が多ベンダー中⽴な国際セキュリティカンファレンスは海外発が多い
PacSec（カナダ）、Black Hat Japan（⽶国）, RSA Japan（⽶国）,Interop（⽶国？）

セキュリティ業界からは発表の場・交流の場への⾼いニーズが存在
世界第4位の実⼒と評価されるCTFプロジェクトチーム「sutegoma2」は国内発のイベン
トが発祥
⼩規模な勉強会では⼩さすぎ、海外の国際会議に出るのは敷居が⾼い
⽇ごろの研究成果の発表の場 真剣に討議できる場を欲する声が多数⽇ごろの研究成果の発表の場、真剣に討議できる場を欲する声が多数

周辺諸国ではその国発祥の国際イベントが存在
たとえば韓国政府も多くの資⾦・リソースを投資して産業活性・⼈材育成に⼒を⼊れ、
情報セキュリティ分野でのアジアの牽引役を担うべく国を上げて目指している情報 ィ分 牽 役 指
(CODEGATE, SecuInside他)。

海外の⽇本への期待は⾼い
潜在的な技術⼒、アニメや新産業を⽣む想像⼒などから⽇本への期待の声は⾼く、
来⽇講演 参加を欲する声が多い来⽇講演・参加を欲する声が多い
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開催概要開催概要
名 称： CODE BLUE（コードブルー）
⽇ 時 ２０１４年２⽉１７⽇（⽉） １８⽇（⽕）⽇ 時： ２０１４年２⽉１７⽇（⽉）・１８⽇（⽕）
場 所： 東京・お茶の⽔ソラシティカンファレンスホール
イベント構成（予定）

１トラ ク１０講演（講演者８名 基調講演者２名）：１トラック１０講演（講演者８名、基調講演者２名）
（全編同時通訳付き）

参加費：早期3万円／通常3万5千円／最終4万円／当⽇4万5千円
定 員 約 名（ 場合により拡張定 員： 約２００名（*場合により拡張)
主 催： CODE BLUE 実⾏委員会（設⽴準備中）
運 営： 株式会社BLUE
URL ： http://www.codeblue.jp/

•イベント構成（予定）：１トラック１０講演（講演者８名、基調講演者２名）
対象者：セキュリティ関連技術・研究・開発・コンサルタント、ハード・ソフト関• 対象者：セキュリティ関連技術・研究・開発・コンサルタント、ハード・ソフト関
連技術・研究・開発・コンサルタント、ネットワーク設計・構築・管理者、システ
ム管理者、システムインテグレータ、メーカー、政府関係者、教育関係者、経営者、
弁護士、金融関係者、他
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基調講演予定者基調講演予定者
Jeff Moss

Bl k H & D fC 創⽴者 ICANN最⾼セキ リテBlack Hat & DefCon 創⽴者、ICANN最⾼セキュリティ
責任者、⽶国国土安全保障アドバイザリーボード。ア
ンダーグラウンドのセキュリティコミュニティと法執
⾏機関の橋渡し役であり 国際セキュリティ会議のみ⾏機関の橋渡し役であり、国際セキュリティ会議のみ
ならず多くの世界的メディアのカンファレンスにて基
調講演を務める。外交問題評議会のメンバー。

Chris Eagle
⽶海軍大学校上級講師として多くのセキュリティ⼈材
を育成した経験を持つ。コンピュータ技師/研究者としを育成した経験を持つ。コンピュ タ技師/研究者とし
て25年を超えるキャリアを持つ。彼はネットワーク管
理、フォレンジック、リバース／アンチリバースエン
ジニアリングの領域に興味を持つ。Black Hat、DefCon、
C d C Sh など多数の国際セキ リテ カCodeCon、Shmooconなど多数の国際セキュリティカ
ンファレンスで講演。「The IDA Pro Book」著者。学
⽣を含むチームを引率し世界最大のセキュリティコン
テスト「DefCon CTF」にて複数回優勝する 2004おテスト「DefCon CTF」にて複数回優勝する。2004お
よび2009-2011には同CTF運営側につく。ddtek創⽴者。
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ＣＦＰレビューボード（１）ＣＦＰレビュ ボ ド（１）
論文査読をしていただけるレビューボードの方々です

鵜飼裕司（Yuji Ukai）株式会社FFRI 代表取締役社⻑
1973年徳島県⽣まれ。博⼠(⼯学)。Kodak研究開発センターにてデジタルイメージ1973年徳島県⽣まれ。博⼠(⼯学)。Kodak研究開発センタ にてデジタルイメ ジ
ングデバイスの研究開発に従事した後、2003年に渡⽶。カリフォルニア州 eEye
Digital Security社に⼊社。セキュリティ脆弱性分析や脆弱性診断技術、組み込みシ
ステムのセキュリティ脅威分析等に関する研究開発に従事。2007年7⽉、セキュリ
ティコア技術に関する研究 コンサルティングサ ビス セキ リティ関連プロダティコア技術に関する研究、コンサルティングサービス、セキュリティ関連プロダ
クトの開発・販売を主事業とする株式会社FFRIを設⽴。また、独⽴⾏政法⼈情報処
理推進機構の研究員を兼務(非常勤)し、コンピュータセキュリティをとりまく脅威
の分析・対策⽴案のための活動に取り組む。総務省「クラウドセキュリティ検討
会」、内閣官房「リスク要件リファレンスモデル作業部会」、「連携マップ作成作
業部会」、独⽴⾏政法⼈情報処理推進機構「自動⾞セキュリティ検討会」、「制御
システムセキュリティ検討会」など多数の政府関連プロジェクトの委員、オブザー
バ を歴任 ⽶国BlackHat ConferenceのContent Review Board Memberバーを歴任。⽶国BlackHat ConferenceのContent Review Board Member。

新井悠（Yu Arai） トレンドマイクロ株式会社

6



ＣＦＰレビューボード（２）ＣＦＰレビュ ボ ド（２）
論文査読をしていただけるレビューボードの方々です

⽵迫良範（Yoshinori Takesako）SECCON実⾏委員⻑
2005年サイボウズ・ラボ株式会社⼊社、Shibuya.pm 2代目リーダー。2008年
Mi ft MVPアワ ド D l S it 2013年 SC 22/C# CLI スクリプトMicrosoft MVPアワード Developer Security。2013年 SC 22/C#, CLI, スクリプト
系⾔語SG エキスパート。海外講演 HITCON 2011「Disassemble Flash Lite 3.0 
SWF File」など。主な著書として、ECMA-262 Edition 5.1を読む（秀和システ
ム）があるム）がある

はせがわようすけ（Yosuke Hasegawa）はせがわようすけ（Yosuke Hasegawa）
ネットエージェント株式会社 エバンジェリスト

ネットエージェント株式会社エバンジェリスト、株式会社セキュアスカイ・テク
技術 プノロジー技術顧問。Internet Explorer、Mozilla FirefoxをはじめWebアプリケーシ

ョンに関する多数の脆弱性を発⾒。Black Hat Japan 2008、韓国POC 2008、
2010他講演多数。
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タイムテーブル（予定）タイムテ ブル（予定）
Day 1 : 2月17日（月） Day 2: 2月18日（火）
時間 Day1 項目
09:00 受付
10:00 基調講演１：Jeff Moss

時間 Day2 項目
09:00 受付
10:00 基調講演２：Chris Eagle10:00 基調講演１：Jeff Moss

（タイトル未定）

11:00 講演１

10:00 基調講演２：Chris Eagle
「（仮題）セキュリティコンテストを通じ
たハッカー教育」

11:00 講演５
12:00 ランチ休憩
13:30 講演２
14:30 講演３

12:00 ランチ
13:30 講演６
14:30 講演７

15:30 休憩
16:00 講演４
17:00 移動

15:30 休憩
16:00 講演８
17:00 終了

17:30
｜
19:30

スピーカー&VIPパーティ 17:30
｜
19:30

ネットワーキングパーティ

予定は変更の可能性があります
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会場アクセス会場アクセス
JR中央・総務線
「御茶 ⽔ 橋 徒歩 分「御茶の⽔駅」聖橋⼝徒歩１分
東京メトロ千代⽥線
「新御茶の⽔駅」B2出⼝ [直結]「新御茶の⽔駅」B2出⼝ [直結]
東京メトロ丸ノ内線
「御茶ノ⽔駅」出⼝１徒歩4分御茶ノ⽔駅」出⼝ 徒歩 分
都営地下鉄新宿線
「⼩川町駅」B3出⼝徒歩6分

ソラシティカンファレンスセンター
〒101-0062
東京都千代⽥区神⽥駿河台4-6
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会場⾒取り図 東京・御茶ノ⽔
ソラシティカンファレンスセンター２F
「ソラシティホ ル West」会場⾒取り図 「ソラシティホール West」

右側のパーティション

カンファレンスルーム奥

レセプションホール奥

面 積 ：291㎡ (レセプションホール 159㎡付き)
収容人数 ：198名（シアター形式のみの場合）
天井高 ：4.5m
映像機材スペック：天吊DLPプロジェクター(10600lm)( )

天吊スクリーン(200インチワイド)
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開催までのスケジュール（１）開催までのスケジュ ル（１）
参加者登録期間 11⽉8⽇〜1⽉5⽇ 早期割引

1⽉6⽇〜 1⽉31⽇ 通常価格
2⽉1⽇〜 2⽉ 7⽇ 最終申込

CFP論⽂募集 11⽉8⽇〜 1⽉15⽇
(早期クロージングの可能性あり）

スポンサー⽀援募集 10⽉15⽇ – 1⽉15⽇

2014年2⽉17⽇・18⽇ CODEBLUE開催
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開催までのスケジュール（２）開催までのスケジュ ル（２）
10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉

CFP論
⽂募集 11/8 – 1/15

CFP受付（早期クロージングの可能性あり）

基調講演
＆レビュ
アー決定 C

2月17日
～18日

事前参
加登録 11/8-1/5 1/6-1/31 2/1-2/7

C
O
D
E加登録

PR・告

早期割引 通常
2/1 2/7
最終

⽉初旬 切告知

E
B
L

PR・告
知 開催・協賛募集告知 11⽉初旬 登録開始告知12⽉初旬CFP促進、

早期割引〆切、
候補講演者告知

1⽉初旬 CFP〆切告知 最終受付PR U
E
開

1⽉中旬 講演者確定＆
通常登録促進告知

協賛後
援 協賛募集

PRのためのロゴデ タなど随時ご提供いただきます

開
催協賛

⾦振
込〆PRのためのロゴデータなど随時ご提供いただきます 込
切
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お問い合わせお問い合わせ
詳細は下記までご連絡ください

CODE BLUE事務局 （㈱BLUE 担当篠⽥）
TEL ：050-5809-7401

il ：i f @ d bl jemail ：info@codeblue.jp

告知は随時下記にて発表します告知は随時下記にて発表します
公式URL ：www.codeblue.jp
twitter ：@codeblue jptwitter ：@codeblue_jp
ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄ ：news@codeblue.jp

CFP応募先(応募⽅法など詳細は後⽇発表)
: cfp@codeblue.jpp@ jp
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別添資料（１）別添資料（１）
株式会社BLUEについて
設⽴ 年 ⽉設⽴ ：2012年6⽉
資本⾦ ：100万円
代表取締役 ：篠⽥佳奈
所在地 ：〒135-0061

東京都江東区豊洲1-3-1 ML5080
主要な業務 ：要 業務
国際会議の取材・調査、海外団体・セキュリティ専門家等との調整、
イベント企画・開発・調整・運営、セキュリティ関連記事執筆など

会社設⽴趣旨：会社設 趣旨
世界最⾼峰の国際セキュリティカンファレンス「Black Hat」の⽇本版
「Black Hat Japan」の運営、世界の多くの国際カンファレンス取材・調査、
国内コミュニティによる国際イベント「AVTOKYO」の企画・運営に携わる
中で 「⽇本発の」「プロ向けの」「ベンダー中⽴な」国際セキュリティ中で、「⽇本発の」「プロ向けの」「ベンダー中⽴な」国際セキュリティ
カンファレンス創設の必要性を強く感じ、会社を設⽴。
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別添資料（２）別添資料（２）
CODE BLUE事務局 篠⽥佳奈について

株式会社BLUE 代表取締役。OWASP Japanアドバイザリーボード。APWG カンフ
ァレンスマネージャー／アジアリエゾン。

(株)プロシード TurboLinux Japan(株)を経て ㈱ネオテニーに参画し 暗号・セキ(株)プロシード、TurboLinux Japan(株)を経て、㈱ネオテニーに参画し、暗号・セキ
ュリティの調査研究、新規事業開発⽀援に従事。⽶国カレッジにてコンピュータサ
イエンス学部修了。
2005年-2008年まで世界最⾼峰の国際セキュリティカンファレンス「Black Hat」の
アジア地域版「Bl k H t J 」開催の際の⽶国本社および共同開催者である財団アジア地域版「Black Hat Japan」開催の際の⽶国本社および共同開催者である財団
法⼈インターネット協会との調整、イベント企画・運営全般を担う。
2008年よりサイバー犯罪対策に注⼒するNPO団体APWGの国際会議「CeCOS（サ
イバー犯罪対策運営サミット）」のカンファレンスマネージャーおよびアジアリエ
ゾ と 調整および会議運営を担 ⽇本発 よ セキ リゾンとして調整および会議運営を担う。⽇本発のコミュニティによるセキュリティ
国際会議「AVTOKYO」設⽴メンバーとして企画・運営、海外との交渉・調整・資
料翻訳などを担う。
海外にて数多くの国際セキュリティカンファレンスを取材。現地コミュニティとネ海外にて数多くの国際セキュリティカンファレンスを取材。現地コミュ ティとネ
ットワークを結ぶ。主要な業務は、国際会議の取材・調査、海外団体・セキュリテ
ィ専門家等との調整、イベント企画・開発・運営、セキュリティ関連記事執筆。


