ISACA東京支部
設立35周年記念講演会・祝賀会

「変革期における組織のあり方」
おかげさまを持ちまして、ISACA東京支部は設立35周年を迎えました。
ISACA東京支部のこれまでのあゆみ、活動をお祝いする会として、記念
講演会および祝賀会を開催します。
日時

2019年12月14日（土）

14:00-17:40
祝賀会 18:00-

（13:30 開場）

場所

赤坂インターシティ
コンファレンス the AIR
祝賀会会場:赤坂インターシティ
コンファレンス 401
107-0052 東京都港区赤坂1-8-1

東京メトロ 銀座線・南北線「溜池山王駅」直結
千代田線・丸ノ内線「国会議事堂前駅」直結

丸ノ内線からは最寄出口まで約1kmほどあるため、赤坂見附駅で銀座線へ乗り換えるなど他路線が便利です。東京メトロ
「溜池山王」駅からは、9番出口を出て溜池交差点を渡り右折し、1階エントランスから入館してください。同駅の地下通
路に直結しております。14番出口経由でB1階エントランスからも入館できます（バリアフリー）。

主催

ISACA東京支部
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プログラム
13:30

開場

14:00

開会の挨拶
①講演
「デジタル時代のITの監査と評価

-ISACAのCobiTの歴史-」
情報セキュリティ大学院大学名誉教授
ISACA国際本部元副会⾧、ISACA東京支部元会⾧
原田要之助 様
Prof. Yonosuke Harada (Japanese only)

14:10

15:10

②講演
「クラウド時代におけるITコントロールのあり方」

16:10

休憩

16:30

③講演（逐次通訳）
“The Future of IT Audit and Security in the Age of Digital Disruption”
ISACA国際本部会⾧
Mr. Brennan P. Baybeck

17:30

閉会の挨拶

17:40

閉会

18:00

祝賀会（会場:401）

満塩 尚史 様
Mr. Hisafumi Mitsushio (Japanese only)

資料サイト
http://www.isaca.gr.jp/35Anniversary/35syunen.files/
CPE
最大 4 CPEが申請可能です。
参加費用
講演会:2,000円

/

資料サイト

祝賀会:1,000円

お知らせ
• 会場では講演資料の配布を行いません。配布可能な講演資料は、開催1週間前を目途に、ISACA東京支
部ホームページ上で公開いたします。必要に応じて事前に印刷・ダウンロード等をしてください。
• 講師、講演タイトル、内容等は、都合により変更させていただく場合がございます、ご了承ください。
• お申込みに際してお伺いしたお名前・メールアドレス等の個人情報は、本カンファレンスの中止や延
期の連絡、次回の開催案内に使用させていただくことがあります。

お問い合わせ
ISACA東京支部設立35周年講演会準備委員会

y35prep@isaca.gr.jp
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①講演 14:10-15:10
デジタル時代のITの監査と評価 -ISACAのCobiTの歴史概要
デジタル時代となって、ITの監査がより複雑になり社会的ニーズが高まってい
るものの、監査としての市場が大きく広がらない。また、監査そのものも嫌わ
れている。その一方で、ITの評価についてはそれなりのニーズがある。
そこで、ISACAでは，この事実に対して、監査そのものだけではなく、被監査
組織の関係者（マネジャーやプラクティショナー）のITの構築や評価に役立つ
ガイドラインとしてCobiT を位置付けてきた。
講演では、ISACAの戦略を振り返るとともに、今後のITが主役になったビジネス
における評価やガイドラインの方向性を探る。

講師
情報セキュリティ大学院大学名誉教授
ISACA国際本部元副会⾧、ISACA東京支部元会⾧
原田要之助 様
略歴
1979年に電電公社武蔵野通信研究所に入社。１９９１年よりNTT研究所で通信ネットワークのセキュ
リティマネジメントの研究と導入に従事。1999年情報通信総合研究所の主幹研究員、2010～2019年
セキュリティ大学院大学の教授。2019年に同名誉教授。
1992年にISACA入会。20012003年ISACA東京支部会⾧、20082010年ISACA本部副会⾧。

②講演 15:10-16:10
クラウド時代におけるITコントロールのあり方
概要
クラウド、ゼロトラストネットワーク、ITサプライチェーンなどのICT環境が大きく変化する中で求め
られるITコントロールを検討する。

講師
満塩 尚史 様
略歴
内閣官房IT総合戦略室 政府CIO補佐官、経済産業省CIO補佐官。公認
情報システム監査人（CISA）、理学博士（物理）。コンサルティング
会社で、システム監査、セキュリティ等のコンサルティングを経験し、
その後、政府のITアドバイザーとして従事。
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③講演 16:30-17:30 （逐次和訳）
The Future of IT Audit and Security in the Age of Digital Disruption
概要
The future is digital by default. Learn current research, trends and
threats, including from key emerging technologies, and understand
how they are changing our roles and enterprises. We must all
prepare for the future and for Industry 4.0; learn the top
technology challenges for IT audit, governance and security
professionals.

講師
Mr. Brennan P. Baybeck
略歴
ISACA Board Chair Brennan P. Baybeck, CISA, CISM, CRISC, CISSP, is Vice President Customer Support Services Security Risk Management for Oracle Corporation, where he leads
a global team that addresses IT security risk management for one of the largest lines of
business at Oracle. He has more than 25 years of experience both as an ISACA member and
in IT security, governance, risk, audit and consulting, and has worked in various industries
designing, implementing and operating enterprisewide programs to address global security
risks. He has held leadership positions at Sun Microsystems, StorageTek and Qwest
Communications, and served as an information security risk consulting director for several
years.

講演会・祝賀会会場

赤坂インタシティコンファレンス 4階
祝賀会（401）

受付
受付にて、Peatixチケット画面を印刷したものを
ご提出ください。

講演会（the AIR）
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