別添②

２０１８年６月現在

主なJICSAP主催セミナー／講演会リスト
・各年度の「活動報告書」「事業報告書」からの抜粋をもとに主な活動をまとめています。
・一部年度では開催セミナー／講演会等の詳細な記載がないため、本リストに掲載ができておりません。
・記載の省庁や法人等の団体名称は記載当時のものです。
・記載の方の所属、役職等は記載当時のものです。

年度
1993年度

開催日

セミナー/イベント名称

1993年5月28日 第１回講演会
1993年11月25日 シンポジウム
1994年2月 スマートカード 94講演
1993年度 セミナー７回

1994年度

1994年5月26日 第２回講演会

1996年5月27日 第４回講演会

暗号政策と電子現金

郵政省電気通信局データ通信課 秋本 芳徳課長補佐

・流通サービスシステム分科会調査報告書
（ICカードによるエレクトロニックパースに関する有識者アンケート結果報告）について
・IDカードシステム分科会調査報告書（多目的利用のためのIDカードのあり方）

流通システム分科会：信濃幹事

・カード業界におけるＩＣカードシステムの今後の対応について
（ユーザーサイドから見てカードに今何が望まれているか）
・セキュリティレベルと暗号アルゴリズムについて
・通産省エレクトロニック・マーケット・プレイス（ＥＭＰ）プロジェクトの概要
・JICSAP ICカード使用について
（暗号概念の基本から非対称暗号、ＲＳＡ、特許並びに具体的な実施例等）
・サイバースペース時代の電子マネー
・滝川市ＩＣカードシステム
・基調講演
・動向調査の概要
・ドイツ電子マネー『Ｇｅｌｄｋａｒｔｅ』
・オーストラリアＱＵＩＣＫシステム

電子商取引実証推進協議会 青島 幹郎主席研究員

公共交通における非接触ＩＣカードの利用

汎用電子乗車券技術研究組合 八賀 明専務理事

次期WINDOWSの標準ＩＣカード対応について

マイクロソフト社デベロッパープロダクト マーケティング部門：熊谷 恒治氏

ＭＡＳＴＥＲカードのＩＣカード展開について

マスターカード日本支社メンバーリレイションズニューテクノロジー担当マネージャー
根田 秀人志氏

電子マネーと電子商取引等に関する欧州最新動向調査報告会

調査団コーディネーター、調査団長

神戸、渋谷実験におけるＶＩＳＡキャッシュに関するスキーム

住友クレジットサービス(株) マルチメディア推進部次長：松谷 徹氏

ネットワーク社会におけるセキュリティシステムの実例紹介

ブル(株)ジェネラルマネージャー：ベナール氏、ソフトウェア＆システム事業部：古口 博規氏

行政の情報化とＩＣカードの役割

総務庁：小松 靖専門官

暗号に関する最新動向から～暗号は信頼できるか

本協議会会長 中央大学教授 辻井 重雄氏

アプリケーション利用普及部会
1996年10月14日
報告会と意見交換会

（不明）

ネットワーク（セキュリティ）
分科会勉強会

1996年11月20日 ’96JICSAPシンポジウム

1997年3月28日

電子マネーと電子商取引に関する
「欧州動向調査報告会」

1997年5月28日 第５回講演会
ネットワーク（セキュリティ）
分科会勉強会
ネットワーク（セキュリティ）
1997年10月28日
分科会勉強会
1997年10月1日

1997年11月28日 ’97ＪＩＣＳＡＰシンポジウム
ネットワーク（セキュリティ）
分科会勉強会
ネットワーク（セキュリティ）
1998年3月17日
分科会勉強会
1998年5月28日 第６回講演会
1998年2月12日

ネットワーク（セキュリティ）
分科会勉強会
ＪＩＣＳＡＰ
1998年10月15日
ＩＣカード仕様改版説明会
ネットワーク（セキュリティ）
1998年11月26日
分科会勉強会
1998年12月24日 ’98ＪＩＣＳＡＰシンポジウム
1998年10月12日

2000年1月21日 講演会
【外部】「非接触ICカードシステム
2000年8月29・30日
技術とアプリケーション実現方法」
第２回Secure Card &
2000年9月20～22日 Solutions2000「Conference
Program」
【外部】JEIDA
「磁気媒体標準化委員会」
【外部】「第９回 国際偽造変造
2000年10月16～18日
模造防止横浜会議」
2000年11月 【外部】「第３回 ICカードセミナー」
2000年10月6日

2001年3月7・8日

2005年度

【外部】「第７回ICカード
国際シンポジウム２００１」

2005年6月21日 最新テーマ意見交換会（第５回）

2005年12月6日 最新テーマ意見交換会（第７回）

2006年6月29日 最新テーマ意見交換会（第８回）

（不明） 最新テーマ意見交換会（第９回）
2007年度

2008年度

ＩＤカードシステム分科会：茂田井幹事

日本ＲＳＡ（株）：牧内 裕取締役
ＮＴＴデータ通信（株）：岩瀬 史幸氏
日本ＩＢＭ（株）：江口 博之氏
日本経済新聞社：関口 和一編集委員
滝川市商工農政部：柳 圭史主事
東京大学社会情報研究所 須藤 修助教授（調査団コーディネーター）
沖電気工業（株） 平松 雄一氏（調査団長）
日本ユニシス（株）：嘉村 正彬氏
富士通（株）：植竹 光夫氏

ＪＩＣＳＡＰ ＩＣカード仕様（ｖ1.1）の一般公開説明会
公開鍵暗号インフラストラクチャー（ＰＫＩ）の動向とＩＣカード

サイバートラスト（株）：菊池 仁氏

電子マネー等欧州調査団基調報告会（速報ベース）

須藤修調査団コーディネーター、調査団長：平松 雄一氏

欧州におけるＩＣカードアプリケーション調査報告会 -多目的・セキュリティに軸足非接触／多目的ＩＣカードの技術動向と実用化展開

平松幹事

・文明構造の変革とICカードの役割
・ICカードの普及に向けたJICSAPの役割
・次世代ICカードの実用化
・ICカードがもたらすセキュリティ -安心して使えるカードを目指して
・IT革命とセキュリティ -ICカードの役割-

辻井会長
事務局
大山標準化部会長
須藤AP利用普及部会長
平松幹事

ICカードの開発動向

藁科広報部会長

カード社会のセキュリティ確保

平松幹事

安心して利用できるICカードの実現に向けて

平松幹事

ICカードの国際標準化動向とJICSAP仕様の改訂

田中エディタ（接触WG)、朝倉エディタ（近接WG)、事務局

最新テーマ意見交換会

2005年9月26日 最新テーマ意見交換会（第６回）

2006年度

・ヨーロッパにおけるICカード動向
・カード社会におけるICカードの役割

通商産業省 課長補佐：伊原氏

1996年2月 スマートカード 96講演

2001年度
2002年度
2003年度
2004年度

ICカードシステムについての現状並びに標準化動向

エレクトロニック・コマースの推進について

1995年11月17日 ’９５シンポジウム

2000年度

宇都宮会長

1996年3月15日 講演会

第２回アプリケーション開発部会
説明会・意見交換会
第３回アプリケーション開発部会
1995年9月22日
説明会・意見交換会
1995年9月6日

1999年度

日本のICカードシステムの現状と動向

茂田井主査
大野委員
通商産業省：藤原開発係長
凸版印刷(株)：高橋係長
川村主査
平松主査
那須委員
武藤委員、岡崎委員
東京工業大学工学部付属/像情報工学研究施設 大山教授
加古川地域保健医療情報センター/中村所長
普及支援活動部会：高山部会長

第１回アプリケーション開発部会
説明会・意見交換会

1995年9月1日 ＩＣカードセミナー

1998年度

金融流通業界におけるICカードの普及に向けて

・提言書（平成６年度）及びシステム事例について（ＩＤカード分野）
・提言書（平成６年度）及びシステム事例について（自治体・医療分野）
・通産省のＩＣカード施策の取り組みについて
・ＪＩＳ（予定）の内容について
・自治体・医療システムＷＧ１調査報告（平成６年度）について
・海外における電子財布の事例について
・ネットワークシステムＷＧ１調査報告（平成６年度）について
・ネットワークシステムＷＧ２調査報告（平成６年度）について
・ＩＣカードの将来展望
・兵庫県加古川地域におけるＩＣカード利用の現状と展望
日本におけるＩＣカード市場とＪＩＣＳＡＰの活動について

1995年5月24日 第３回講演会
1995年7月7日

1997年度

ICカードの標準化概況とフランスの金融機関における利用状況

全国地方銀行協会 部長代理：松原氏

1994年度 ICカード基礎セミナー

1996年度

講師

・VISAにおけるICカード戦略
・フィットネスクラブ・エグザスにおけるICカード戦略
・千葉県柏市松葉町商店街におけるICカード戦略
・ＩＣカードとは
・ＩＣカードの発行
・応用事例
行政カードを中心としたＩＣカードへの取り組み

1994年11月21日 ’９４シンポジウム

1995年度

講演タイトル

2007年7月17日 最新テーマ意見交換会（第１０回）

【テーマ】ネットワーク社会における本人確認
・ネットワーク社会とICカード
・市民カード普及検討委員会 政策TFからの提言
【テーマ】金融決済におけるカードの意義
・我が国におけるペイメントカードシステムの今後の課題について
・欧米のカードの不正と金融機関の対応例
【テーマ】ICカードに関するセキュリティ
・IC旅券の導入について
・セキュリティの評価・認証について
【テーマ】JISX6319シリーズの可能性
・JIS6319-1,3の解説
・JIS6319-2,4の解説
【テーマ】NFCの技術内容と利用の可能性
・NFCの技術的内容と利用の可能性
・鉄道分野におけるNFC技術の利用の現状と今後の方向

インテグレイティドビジネス：有村 國孝氏
電子商取引安全技術研究組合：植村氏
金融庁金融研究研修センター：杉浦氏
財団法人金融情報システムセンター：矢野氏
外務省領事局旅券課外務事務官：北村氏
情報処理推進機構セキュリティセンター：三角氏
凸版印刷（株）：寄本 義一氏
JICSAP技術顧問：苅部 浩氏
ソニー（株）：高山 佳久氏
（財）鉄道総合技術研究所：後藤 浩一氏

ICカード運転免許証の運用開始について

警視庁：田中隆哉氏

（不明） 最新テーマ意見交換会（第１１回）

【テーマ】医療分野のIT化とICカードの活用
・医療分野におけるICカードの利用動向
・亀田総合病院でのICカードの使用事例

医療情報システム開発センター：佐々木氏
医療法人鉄蕉会 亀田総合病院：三好氏

（不明） 最新テーマ意見交換会（第１２回）

バイオメトリックス認証技術の現状と今後

産業技術大学院大学：瀬戸 洋一氏

・ｔａｓｐｏシステムの概要について
・非接触ＩＣカード国際標準化動向
マスターカードの非接触決済への取り組み

社団法人日本たばこ協会 未成年者喫煙防止対策室：吉田 信行氏
JICSAP特別技術顧問 苅部 浩氏
MasterCard Worldwide Japan Office：清水 義弘氏

・高齢者・障害者における標準化の現状
・カード識別マーク（ＴＩＭ）について
・カード端末利用におけるアクセスビリティの向上/ＩＣカードの国際標準化動向のトピックス

（財）共用品推進機構 専務理事・事務局長：星川 安之氏
フェリカネットワークス（株）：塚本 薫氏
凸版印刷（株）：寄本 義一氏

2008年5月30日 最新テーマ意見交換会（第１３回）
2008年10月29日 最新テーマ意見交換会（第１４回）
2009年2月12日 最新テーマ意見交換会（第１５回）

2009年度

2009年6月8日 最新テーマ意見交換会（第１６回）

ＩＣシステムセキュリティ協会の発足

2009年10月6日 最新テーマ意見交換会（第１７回）

NFCに関する国際規格の最新事情

2010年1月25日 第１回ＪＩＣＳＡＰフォーラム

ＩＣカードの発明と電子決済

電子商取引安全技術研究組合
専務理事：植村氏
ＮＦＣフォーラム・チェアマン
ソニー（株）統括部長：田川氏
株式会社スマート 代表取締役：有村氏

・マイクロソフトのＩＣカード戦略
・ジェムアルト社のＮＥＴカード導入事例
未来のカード社会のための国際標準
ケータイ／スマートフォンの最新事情とユーザーの利用特性、ビジネス特性
非接触ＩＣカードの標準規格開発の歩み
電子決済を支える法・技術～改正が進む法・制度～
世界の政府系スマートカード市場
おサイフケータイの現状と今後の展望
国内外における電子決済の普及動向と展望
辿った“モノ・コト造り”からの伝言
Ｓｕｉｃａの展開戦略―新しいインフラ社会への挑戦

マイクロソフト（株）アーキテクト：香山氏
ジェムアルト（株）マーケティングマネージャ：オリビエ・テソン氏
凸版印刷（株）：寄本 義一氏
武蔵野学院大学国際コミュニケーション学部 准教授：木暮 祐一氏
JICSAP特別技術顧問：苅部 浩氏
電子商取引安全技術研究組合 理事長：平松 雄一氏
ジェムアルト（株）：Ronald Chu氏
（株）ＮＴＴドコモ：中村 典生氏
（株）電子決済研究所：多田羅 正和氏
電子商取引安全技術研究組合 理事長：平松 雄一氏
東日本旅客鉄道（株）：片方 聡氏

2012年5月7日 最新テーマ意見交換会（第２３回）

電子マネーＷＡＯＮの取り組み

イオン（株）：宮崎 巌氏

2012年9月6日 最新テーマ意見交換会（第２４回）

ペイメントテクノロジーの世界情勢と今後の動向

山本国際コンサルタンツ：山本 正行氏

2012年10月24日 『ＩＣカード機能を知ろう』入門クラス

『ＩＣカード機能を知ろう』入門クラス/第１回

JICSAP標準化部会長 凸版印刷（株）：寄本氏

2012年12月19日 『ＩＣカード機能を知ろう』入門クラス

『ＩＣカード機能を知ろう』入門クラス/第２回

JICSAP標準化部会長 凸版印刷（株）：寄本氏

2013年2月20日 『ＩＣカード機能を知ろう』入門クラス

『ＩＣカード機能を知ろう』入門クラス/第３回

苅部 浩（ＪＩＣＳＡＰ特別技術顧問）

2013年3月21日 『ＩＣカード機能を知ろう』入門クラス

『ＩＣカード機能を知ろう』入門クラス/第４回

苅部 浩（ＪＩＣＳＡＰ特別技術顧問）

2013年3月25日 最新テーマ意見交換会（第２５回）

モバイルＷａｌｌｅｔを中核とした、ＤＮＰもＮＦＣビジネスの取り組み

大日本印刷（株）：木下 和則氏

2013年4月24日 『ＩＣカード機能を知ろう』入門クラス

『ＩＣカード機能を知ろう』入門クラス/第５回

（不明）

2013年5月21日 『ＩＣカード機能を知ろう』入門クラス

『ＩＣカード機能を知ろう』入門クラス/第６回

（不明）

2013年6月26日 『ＩＣカード機能を知ろう』入門クラス

『ＩＣカード機能を知ろう』入門クラス/第７回

（不明）

Ａｎｄｒｏｉｄの次の飛躍を考える -Ｗｅｂアプリ／ＨＴＭＬ５開発の新しい動向

NPO法人 日本Androidの会：丸山氏

2010年2月26日 最新テーマ意見交換会（第１８回）
2010年度

2011年度

2012年度

2013年度

2010年4月19日
2010年7月12日
2010年10月15日
2010年11月8日
2011年1月28日
2011年6月30日
2011年9月8日
2011年11月11日
2012年1月30日

第２回ＪＩＣＳＡＰフォーラム
最新テーマ意見交換会（第１９回）
第３回ＪＩＣＳＡＰフォーラム
最新テーマ意見交換会（第２０回）
第４回ＪＩＣＳＡＰフォーラム
最新テーマ意見交換会（第２１回）
最新テーマ意見交換会（第２２回）
第５回ＪＩＣＳＡＰフォーラム
第６回ＪＩＣＳＡＰフォーラム

2013年7月1日 最新テーマ意見交換会（第２６回）
2013年7月25日 『ＩＣカード機能を知ろう』入門クラス
2013年10月30日 最新テーマ意見交換会（第２７回）
JICSAPカンファレンス
2014年3月4日
（パネルディスカッション）
2014年度
2014年7月25日 JICSAP研究セミナー

2014年11月25日 エグゼクティブ懇親会
2014年11月 JICSAP技術講座
2015年1月 JICSAP技術講座

2015年3月3日

JICSAP特別企画イベント
＠リテールテックJAPAN

2015年3月 JICSAP技術講座
2015年度
2015年9月4日 第1回 認証技術勉強会

2015年9月30日 第2回 認証技術勉強会

2015年10月9日 JICSAP研究セミナー

2015年10月23日 第3回 認証技術勉強会

2015年11月20日 第4回 認証技術勉強会

2015年11月26日 エグゼクティブ懇親会
2015年12月11日 JICSAP技術講座
2016年3月8日 JICSAP特別イベント
2016年3月23日 JICSAP技術講座
2016年度
2016年10月5日 JICSAP研究セミナー

2016年11月2日 JICSAP技術講座

2016年11月9日 JICSAP研究セミナー

2016年11月17日 エグゼクティブ懇親会

『ＩＣカード機能を知ろう』入門クラス/第８回
スマートフォン決済の最新動向

「カード・ウェーブ」編集長：岩崎 純氏

JR東日本メカトロニクス（株）：佐藤 正信氏
ソニー（株）：田川 晃一氏
【テーマ】ICカード／NFCの先駆者たちが語る2020年を見据えた技術とサービスのイノベーション
大日本印刷（株）：佐藤 邦光氏
凸版印刷（株）：武藤 健氏
【テーマ】日本における技術/サービスのトレンドとアジア市場 ～スマートデバイスの期待～
・情報セキュリティとID連携
・2020年に向けたNFCサービス展望
・NFC Forumの最新状況と、JICSAPのHCEへの取組み
・世界におけるVisa payWaveの現状と今後について
『ICカード機能を知ろう』入門者クラス（第１回）
『ICカード機能を知ろう』入門者クラス（第２回）
【テーマ】かざす文化を世界に！～2020年に向けて～
・IoT、その先に見えるものは？
・世界で拡がるNFCデバイス、変わるライフスタイル
・キャッシュレス化・観光立国に向けた取り組みについて
・JICSAPの活動状況について
『ICカード機能を知ろう』入門者クラス（第３回）

内閣官房情報セキュリティセンター：谷脇氏
（株）電通：平川氏
ソニー（株）：田川氏
ビザ・ワールドワイド・ジャパン：鈴木氏

NFCフォーラム・チェアマン：田川氏
ソニー FeliCa事業部：坂本氏
ジェーシービー：岡崎氏
事務局長：多田羅氏

第1回認証技術勉強会（基調講演）【テーマ】認証技術分野の最新動向
・生体認証技術に関する情報提供
・個人認証技術に関する情報提供

名古屋工業大学大学院 教授：梅崎 太造氏
東京大学大学院 特任准教授：山口 利恵氏

第2回認証技術勉強会（基調講演）【テーマ】認証技術分野の最新動向
・社会システムにおける認証技術―個人番号カードの民間活用例を参考にして―
・暗号技術を応用した認証とプライバシ保護、標準化動向

経済産業省・CIO補佐官：満塩 尚史氏
国立開発研究法人情報通信研究機構（NICT） 統括：松尾 真一郎氏

【テーマ】2020年に向けた社会トレンドと、技術/サービスの最新動向
・ロボット市場の動向について
・GlobalPlatformの最新状況
・NFC Forumの最新状況と技術概要
・カードビジネス／電子決済の最新動向
第3回認証技術勉強会【テーマ】認証技術ソリューション（要素技術系）の最新動向
・東芝の顔認証技術について
・日立の指静脈認証技術と研究開発について
・生体認証技術と活用事例
・QRコードの最新動向と活用
・半導体の個体差を用いた真贋判定技術とサービスの紹介
第4回認証技術勉強会【テーマ】認証技術ソリューション（システム系）の最新動向
・オンライン認証技術（FIDO）とNTTデータの取組み
・クレジット取引における本人認証について
・モバイル時代における新しい認証の方向性
・認証デバイスを制御する組込ソフトのセキュリティ
・グローバルに見るSCとMSCの融合（コア技術PKIの周辺環境）
［エグゼクティブ懇親会/特別講演］
2020年に向けて日本が対応すべき課題

（株）電通 ビジネス・クリエーション・センター：西嶋 頼親氏
GlobalPlatform理事：庭野 栄一氏
NFC Forumチェアマン：田川 晃一氏
（株）カードウェーブ：岩崎 純氏
（株）東芝 電力・社会システム技術開発センター：助川 寛氏
（株）日立製作所 社会イノベーション協創統括本部：額賀 信尾氏
（株）富士通研究所：新崎 卓氏
（株）デンソーウェーブ システムソリューション部：田野 敦氏
凸版印刷（株） 情報コミュニケーション本部：小林 燃氏
（株）NTTデータ 技術革新本部 基盤システム事業本部：白川 剛史氏 平井 康雅氏
オムロンソフトウェア（株） 決済ソリューション事業部：新上 省司氏
ジェムアルト（株） IDP事業部：長岡 大介氏
（株）DNPハイパーテック：鶴衛 正紘氏
エントラストジャパン（株） 営業部：石尾 尚二郎氏
（株）電通 ビジネス・クリエーション・センター：事業開発室長 平川 健司氏

『ICカード機能を知ろう』入門者クラス
【テーマ】認証・決済サービスにおける2020年に向けた取り組み
・FIDOの最新状況とNTTドコモの取り組みについて
・JICSAPアプリケーション部会におけるNFC／HCEの活動成果について
・JICSAPの活動状況について
『ICカード機能を知ろう』入門者クラス
第1回JICSAP研究セミナー
・FinTechの最新動向
・HCE-Fの最新状況と技術概要
第1回「わかりやすいICカード講座」
・世界のICカード最新動向
・国内のICカード最新動向
・ETAの展開 ICカードシステムを使い易く
第2回JICSAP研究セミナー
【テーマ】世界を変えるスマートテクノロジーを学ぶ
・多様化する社会におけるアクセシビリティの重要性と施策（ETAへの期待）
・コグニティブコンピューターの誕生とIBMワトソンのご紹介
・社会イノベーションを起こすIoT
・自動運転技術と日産インテリジェント・モビリティ
［エグゼクティブ懇親会/特別講演］
2020年に向けた変革・ITSの未来

（株）NTTドコモ プロダクト部 担当部長：森山 光一氏
AP部会副部会長：大熊 喜之氏
事務局長：多田羅 正和氏

（株）インフキュリオン：丸山 弘毅氏
ソニー（株） FeliCa事業部：中津留 勉氏
インフィニオンテクノロジーズジャパン（株） チップカード＆セキュリティ事業本部：岸本 豊明氏
（株）電子決済研究所 代表取締役社長：多田羅 正和氏
一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会 ETA-WG：寄本 義一氏

経済産業省 産業技術環境局 国際標準課：猿渡 淳子氏
日本アイ・ビー・エム（株） グローバル・ビジネス・サービス事業部：鹿内 一郎氏
（株）日立製作所 サービスプラットフォーム事業本部：木下 泰三氏
日産自動車（株） コネクティドカー＆自動運転事業本部：黒嶋 健仕氏
慶應義塾大学 大学院 政策・メディア研究科 特任准教授：佐藤 雅明氏

2016年12月6日 JICSAP技術講座

『ICカード機能を知ろう』入門者クラス

2017年1月25日 JICSAP研究セミナー

第3回JICSAP研究セミナー
・国内最新導入事例から学ぶPepperの効果的活用方法～ICカードとPepperの連携を含む
・マイナンバー利活用について

ソフトバンク（株） 主席エヴァンジェリスト：中山 五輪男氏
富士通（株） 公共・地域営業グループ 官庁・地域次世代ビジネス推進室：錦織 康之氏

地域電子マネー視察見学会
・電子マネー方式プレミアム付き商品券HIROCA
・地域電子マネーHIROCAの取り組みについて
・HIROCA搭載学生証について

広島県様
広島銀行様
県立広島大学様

2017年2月2日～
JICSAP広島電子マネー視察見学会
3月3日

2017年3月7日 JICSAP特別企画イベント

【テーマ】認証・決済サービスの最新トレンド～日本から世界へ！
・スマホ決済の現状と加盟店での活用について
・地域通貨で実現する地方創生～ICカードの新しい使い方～
・JICSAP活動のご紹介～Join us ！～

LINE Pay（株） 事業戦略室：佐藤 義男氏、奥山 知博氏
フェリカポケットマーケティング（株） 代表取締役：納村 哲二氏、イオンリテール（株） 取締
役：齋藤 岳彦氏
事務局長：多田羅 正和氏

2017年度

2017年9月28日

第１回 わかりやすいICカード講座 ～マーケット編
★JICSAP２５周年"未来のICカード 2days-Session"
【JICSAP研究セミナー】
・LINEの考える”認証”の未来
・NFC／FeliCa技術やサービスに関する最新動向

2017年12月13日 JICSAP設立25周年記念企画

2017年12月14日

2017年12月14日 エグゼクティブ懇親会

2018年3月6日 JICSAP特別企画イベント

【パネルディスカッション】日本から世界に発信していくために！

★JICSAP２５周年"未来のICカード 2days-Session"
【ビジネスアイデアコンテスト/基調講演】
IoTの可能性：インターネットが支える社会基盤
★JICSAP２５周年"未来のICカード 2days-Session"
［エグゼクティブ懇親会/特別講演］
Suicaサービスの現状と今後の方向性
【テーマ】認証・決済サービスの最新動向
・レジレス、キャッシュレス、レシートレス～データ利活用の高度化へ～
・LINEの目指すモバイル決済
・FeliCa／モバイルFeliCaの最新動向

LINE（株） セキュリティ室：市原 尚久氏
ソニーイメージングプロダクツ＆ソリューションズ（株） FeliCa事業部：熊坂 淳史氏
東京大学 大学院情報理工学系研究科 ソーシャルICT研究センター 特任准教授：山口 利恵
氏
NFCフォーラム Co-Chairman /大日本印刷（株） 情報イノベーション事業部 C&Iセンター：
田川 晃一氏
FIDO Japanワーキンググループ座長/NTTドコモ（株） プロダクト部：森山 光一氏
LINE（株） セキュリティ室：市原 尚久氏
慶應義塾大学 特任准教授：佐藤氏

JR東日本メカトロニクス（株） 代表取締役社長：椎橋 章夫氏
経済産業省 商務情報政策局 商務・サービスグループ 消費・流通政策課長：林 陽哲氏
LINE Pay（株） 取締役COO：長福 久弘氏
ソニーイメージングプロダクツ＆ソリューションズ（株） FeliCa事業部：熊坂 淳史氏、フェリカネッ
トワークス（株）：竹下 直孝氏

