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化学、電力、ガス等の模擬プラントを有する国内初の制御システムセキュリティテストベッドを 

平成 25 年 5 月 28 日に開設 

～東北多賀城本部開所記念シンポジウムも同時開催～ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

「技術研究組合制御システムセキュリティセンター（略称：CSSC、理事長：新誠一）」は、平成 25 年 5

月 28 日の「東北多賀城本部」開所および開所記念シンポジウムの開催を発表いたします。 

 

現在、電力・ガス・その他の重要インフラは制御システムにより管理されています。昨今、国内外で制御

システムに対する様々なサイバー攻撃が出現しており、国家の安全保障および危機管理上、制御システムの

セキュリティ向上は非常に重要な課題と考えられています。 

CSSC は、制御システムのセキュリティを高める技術の研究開発を目的に、平成 24 年 3 月に設立されまし

た。発足時の組合員は 8 組織でしたが、平成 25 年 5 月現在 18 組織に拡大しています。 

このたび CSSC は、平成 25 年 5 月 28 日の「東北多賀城本部」開所を発表いたします。東北多賀城本部に

は、制御システムセキュリティテストベッド施設（愛称：CSS-Base6）として、今回 7 つの模擬プラント（化

学、ビル、工場、電力、ガス、広域連携など）を構築しました。制御システムのセキュリティテストベッド

は世界的にも数少ない貴重な施設であり、セキュリティ技術のさらなる向上を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲監視卓                          ▲模擬プラント例（PA：プロセスオートメーション） 

 

 また、「東北多賀城本部」開所を記念し、宮城県や多賀城市、米国国土安全保障省など国内外の関係者を招

待し、平成 25 年 5 月 28 日に宮城県多賀城市にて開所式およびシンポジウムを開催いたします。なお、開所

式は招待者のみを対象としますが、有識者による講演やパネルディスカッションを含む「制御システムセキ

ュリティセンター 東北多賀城本部（CSS-Base6）開所記念シンポジウム」は一般公開にて行います。 

 



--------------------------- 
開催概要 
--------------------------- 
●主催 
 技術研究組合 制御システムセキュリティセンター（略称 CSSC） 
 
●後援 
 経済産業省（予定） 
 
●開催日時 
 平成 25 年 5 月 28 日（火） 
 
●場所 
（１）開所式 11:00-12:00（受付開始：10:30） 
    ※開所式については、一般の方からの参加申し込みは受け付けておりません。 
      技術研究組合 制御システムセキュリティセンター東北多賀城本部 
      （宮城県多賀城市桜木３−４−１ みやぎ復興パーク F21 6 階） 
     
（２）シンポジウム 14:00-17:00（受付開始：13:30） 
   定員 400 名、無料、事前申込制 
   多賀城市民会館 小ホール（宮城県多賀城市中央２－２７−１） 
   https://tagajo-bunka.jp 
 
●シンポジウム申し込み方法 
 下記のメールアドレス宛に必要事項のご連絡をお願いいたします。 
 技術研究組合制御システムセキュリティセンター 東北多賀城本部 
 TEL：022-353-6751（小山田） 
 メール： cssc-sympo@css-center.or.jp 
  
 ＜必要事項＞ 
 1）サブジェクト名（または件名）：開所記念シンポジウム参加申込 
 2）申込者情報 ：氏名・ふりがな・会社名（団体名）・所属・E-mail アドレス・電話番号 
 
--------------------------- 
スケジュール 
--------------------------- 
（１）開所式：招待客を対象としたセレモニー 

1. 11:00-11:20 開所記念セレモニー来賓挨拶を含む（宮城県副知事、多賀城市長、東北大総長他を予定） 
2. 11:20-12:00 施設見学 

 
（２）制御システムセキュリティセンター 東北多賀城本部（CSS-Base6）開所記念シンポジウム： 

一般公開の講演・パネルディスカッション 
1. 14:00-14:05 主催者挨拶 CSSC 理事長 新誠一 
2. 14:05-14:10 来賓挨拶 経済産業省 
3. 14:10-14:35 招待講演 多賀城市（震災復興推進局長） 
4. 14:35-15:00 招待講演 中央大学総合研究機構 土居範久教授 
5. 15:00-15:30 特別講演 海外招待客 Director Marty Edwards, ICS-CERT DHS（予定）  
6. 15:30-15:45 休憩 
7. 15:45-17:00 パネルディスカッション「制御システムセキュリティと国際連携」（パネリストは次ペ

ージ参照） 
 
  



 
--------------------------- 
講演者、パネリスト 
--------------------------- 
●シンポジウム 講演者 
・土居 範久 教授 
 中央大学総合研究機構 
  
・Marty Edward（予定） 
 Industrial Control System Cyber Emergency Readiness Team (ICS-CERT), DHS 
 
●パネルディスカッション 議長 
・新 誠一 
 CSSC 理事長  
 
●パネルディスカッション パネリスト 
・Annemarie Zielstra 
 Director International Relations 
 Cyber Resilience 
 National Cyber Security Center in The Netherlands (NCSC) 
 
・Andre Ristaino 
 Managing Director 
 Automation Standards Compliance Institute 
 
・Raymond Hallie 
 Director Serviceline Cyber test services  
 European Network for Cyber Security (ENCS) 
 
・有村 浩一 
 JPCERT/CC 常務理事 
 
・高橋 信 
 CSSC 東北多賀城本部長 
 
 
--------------------------------------------- 
取材申し込み・お問い合わせ先 
--------------------------------------------- 
技術研究組合制御システムセキュリティセンター 東北多賀城本部 
TEL：022-353-6751（小山田） 
メール： cssc-sympo@css-center.or.jp 
Web サイト：http://www.css-center.or.jp 
 
※ 開所式を行う「みやぎ復興パーク」では、事前の入構申請が必要です。 

ご連絡なしでお越しいただくと手続きでお待たせしてしまいますので、お越しになる皆様の社名とフル

ネームをあらかじめご連絡ください。 
 
 

 



 
 

＜仙台空港から仙台駅までのアクセス＞
　仙台空港→（仙台空港アクセス鉄道）→JR 仙台駅 (25 分程度）

＜仙台駅から多賀城駅までのアクセス＞
　電車：JR 仙台駅→（JR 仙石線）→多賀城駅（20 分程度）
　タクシー：JR 仙台駅→みやぎ復興パーク または 多賀城市民会館（30 分程度）
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○ 多賀城駅周辺および会場地図
　・開所式：みやぎ復興パーク
　　　　　　 (F40棟 ,F21棟 )
　　〒985-0842
　　宮城県多賀城市桜木 3-4-1
　　☎ 022 - 353 - 6751
　　（CSSC東北多賀城本部）
　　※多賀城駅から徒歩13分
　　

　・シンポジウム：多賀城市民会館
　　〒985-0873
　　宮城県多賀城市中央 2-27-1
　　☎ 022 - 368 - 0131（代表）
　　※多賀城駅から徒歩7分
　　

○ みやぎ復興パーク 構内地図
　・開所式会場
　　F40 棟　1階

　・施設見学会場 (CSSC）
　　F21 棟　6階

　※正門より受付までは係員が誘導いたします。
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