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2006 年４月 

会員各位 
日本セキュリティ・マネジメント学会 

                                  会     長 辻井 重男 
大会実行委員長 佐々木良一 

 
日本セキュリティ・マネジメント学会第２０回大会を、来る 6 月１７日（土）に、東京電機大学 神田キャ

ンパスにおいて開催する運びとなりました。 
ご存知のように安全･安心な社会を作るためには各組織や個人が自らのセキュリティ責任を果たすことが不

可欠になってきています。そこで今大会では、セキュリティ責任をキーワードとして、セキュリティ・マネジ
メントの現状と今後の課題の検討に迫ってみたいと思います。 
今大会では、統一テーマに係る特別なセッションを設定し、国･企業・個人のそれぞれの立場から、自らが

行うべきことと、相手に期待することを示し、議論の中から、さまざまな問題提起とご提案をいただく予定で
おります。また、セキュリティ・マネジメントを巡る最新の内容について、1７件の多彩な分科会報告が予定
されており、活発な討論が行われるものと期待されております。 
学際色豊かな当学会のメリットを活かした有意義な大会といたしたく、是非、関係の方々にもお声をおかけ

いただき、開かれた学会に相応しく、多数の方々のご参加をお願い申し上げ、ここに謹んでご案内申しあげま
す。 
なお、今大会の最新情報は学会ホームページ(http://www.jssm.net/)にも掲載されますので、こちらもご覧

くださいますようお願い申し上げます。 
 

参加費 
  大会参加費 懇親会費 

事前(振込)支払 4,000 円 4,000 円 会員 
（正会員・賛助会員） 当日支払 5,000 円 5,000 円 

事前(振込)支払 5,000 円 4,000 円 非会員 
当日支払 6,000 円 5,000 円 

＊送金された参加費は、理由の如何を問わす返却いたしませんが、大会ご欠席の場合には、
後日「発表要旨」を 1 部お送りいたします。 

 
参加申込の方法 
・ご参加者の氏名、会員・非会員の区別、所属機関名、連絡先御住所・電話番号、メールアドレスを、メール、

FAX、または郵便で大会実行委員会までご連絡ください。 
  メール：jssm20confp@isl.im.dendai.ac.jp 
  ＦＡＸ：03-5280-3592 
  郵 便：〒101－8457  

東京都千代田区神田錦町２－２ 
           東京電機大学工学部 情報メディア学科 佐々木研究室 

第 20 回全国大会実行委員会 
 
・同封郵便振替用紙に必要事項を記入し、６月６日（火）までにお振込みください 
お振込みをもって参加申込とさせていただきます。6 月７日以後は、当日支払(申込み)扱いとなりますので、
お早めにお振込み下さい。 

 
・銀行振込の場合には、下記口座へお振込みください。 

口座番号 三井住友銀行 小石川支店 普通預金 3525466 
口座名  日本セキュリティ・マネジメント学会 

2 名以上の参加費を一括送金される場合は、必ず参加者全員のご芳名を上記にお知らせください。 
・郵便振替用紙がお手許にない場合には下記口座へお振込みください。 

口座番号 00190－4－160912 
加入者名 日本セキュリティ・マネジメント学会 全国大会・講演会 



日本セキュリティ・マネジメント学会 
第２０回全国大会プログラム 

＜統一テーマ＞ 「安全・安心な社会を作る国・企業・個人のセキュリティ責任」 
2006 年 6月 17 日（土） 於：東京電機大学 神田キャンパス（東京都千代田区神田錦町２－２） (敬称略) 

受 付 開 始                                                                       
9:00 

（2 号館 2 階 227 教室)                                                                  
分科会 A(7 号館 5 階 7503 教室) 分科会 B(7 号館 5 階 7504 教室) 分科会 C((7 号館 5 階7505 教室) 分科会Ｄ(7 号館 5 階 7502 教室) 

B-1 リスク管理対応による企業ブ
ランド力改善例 

C-1 情報漏洩の管理責任に関
する法的考察 

D-1 金融ビジネスにおける事業
中断リスクの現状 

A-1 セキュア OS 研究会１ 
組込み機器向けセキュリティ対策と
セキュア OS      
報告：鮫島吉喜 （日立ソフト）  
 

報告：大津山訓男（アットマークベ
ンチャー） 

報告：林 紘一郎（情報セキュリ
ティ大学院大学） 

報告：渡辺研司（長岡技術科学大
学） 

 9:30- 
10:05 

司会： 大井正浩(中央大学) 司会： 税所哲郎（関東学院大学） 司会：井上 克至 （ＮＴＴデータ） 司会：右田俊郎（東洋ビルメンテ
ナンス） 

A-2 セキュア OS 研究会２ 
電子政府での使用を前提とするセ
キュアなＯＳに求められる機能要件 

B-2 多様化するマルウェアの脅威 
 

C-2 個人情報保護法全面施行
の社会的影響と今後の展望につ
いて 

D-2  情報セキュリティマネジメン
ト確立のための“パラダイム革新
プロセス”提案 

報告：中本雅寛（日本 IBM） 報告：渡部章（アークン） 報告：浜田良樹（東北大学大学院） 報告：東本謙治（京都産業大学） 10:10- 
10:45 

司会：大曽根匡（専修大学） 
 
 

司会：橘高弘武（オリックス） 
 

司会：佐々木健美（情報セキュリ
ティ・個人情報保護コンサルタン
ト） 

司会：三留信一（日商エレクトロニ
クス） 

 
A-3 セキュア OS 研究会３ 
トラステッド・コンピュータ・システム
の利用による内部統制の強化案 

B-3 情報セキュリティリスクの体
系的、包括的理解のための図解
研究 

C-3 個人情報保護研究会１ 
高度情報社会と個人情報保護 
 

 

報告：田吹隆明（田吹技術士事務
所） 

報告：一村義夫（日立情報システム
ズ） 

報告：大木栄二郎（工学院大学） 
 

 
10:50- 
11:25 

司会：丸谷俊博（フォーカスシステム
ズ） 

司会：松浦幹太（東京大学） 
 

司会：喜入博（KPMGビジネスアシ
ュアランス）  

昼 食／理事会 11:30- 
12:30  (11 号館 17 階 大会議室) 

２００６年度 会員総会 12:30- 
13:20                                                                 (7 号館 1 階丹羽ホール) 
13:20- 
13:30 休 憩 

13:30- 
13：40 

辻井重男会長挨拶                        （７号館 1 階丹羽ホール） 

13:40- 
14：00 初代会長 鵜澤昌和先生講演                    （７号館 1 階丹羽ホール） 

パネルディスカッション                        （７号館 1 階丹羽ホール） 

統一テーマ「安全・安心な社会を作る国・企業・個人のセキュリティ責任」 

パネリスト： 山口 英（内閣官房情報セキュリティ補佐官） 

下村正洋（日本ネットワークセキュリティ協会事務局長） 

会田和弘（ＮＰＯ法人 イーパーツ 常務理事） 

  
14:00- 
16:40 

司   会： 能勢豊一（大阪工業大学） 
16:40- 
16:50 

休 憩 

  分科会 A(7 号館 5 階 7503 教室) 分科会 B(7 号館 5 階 7504 教室) 分科会 C((7 号館 5 階 7505 教室) 
A-4  関西支部 
ＩＴ統制とシステム監査の意義と枠組み 

B-4 土壌汚染に係るリスクコミュニケーション
―情報公開と市民の安全・安心― 

C-4 個人情報の保護研究会２ 
情報通信技術とプライバシー 

報告：島田裕次（大阪工業大学大学院（東京ガ
ス）） 

報告：大内 功（損保ジャパン・リスクマネジメン
ト） 

報告：小泉雄介（NEC 総研） 
 

  
16:50- 
17:25 

司会：浜谷卓美（凸版印刷） 司会：花田経子（新島学園短期大学） 司会：力 利則 （日本電気） 

A-5 国際博覧会における情報セキュリティマ B-5 コーポレート・ガバナンス研究会 C-5 個人情報保護研究会３ 

ネジメントの考察 
 
 

COSO の‘財務報告に係る内部統制報告に関
する中小規模公開企業向けガイダンス（公開草
案）’の紹介 

医療分野の個人情報保護の問題点 
 
 

報告：矢口隆明（CA コマンド） 
 

報告： 佐々木健美（情報セキュリティ・個人情
報保護コンサルタント） 

報告：廣島彰彦（ウイズ・メディカル・ネットワー
ク） 

17:30- 
18:05 

司会：能勢豊一（大阪工業大学） 司会：村田 一（オリックス） 司会：若梅裕子（BEI ビジネス倫理研究所） 

18:15- 
 19:50 

懇 親 会                          （11 号館１7 階大会議室） 

 



大会実行委員会 
委 員 長 佐々木良一（東京電機大学） 
副委員長 井上 克至（ＮＴＴデータ） 
委   員

芦田  勝 （元國學院大學） 
板津 守昭  （東京電機大学） 
大内  功 （損保ジャパン・ 

リスクマネジメント） 
大井 正浩 （中央大学） 
大曽根 匡  （専修大学） 
喜入  博   （KPMGビジネスアシュアランス） 
橘高 弘武  （オリックス） 
税所 哲郎  （関東学院大学） 
佐々木健美 （情報セキュリティ・ 

個人情報保護コンサルタント） 
田場 和弘  （国際都市コミュニケーション 

センター） 
力   利則   （日本電気） 

能勢 豊一   （大阪工業大学） 
花田 経子   （新島学園短期大学） 
浜谷 卓美   （凸版印刷） 
松浦 幹太   （東京大学） 
丸谷 俊博   （フォーカスシステムズ） 
右田 俊郎   （東洋ビルメンテナンス） 
三留 信一  （日商エレクトロニクス） 
安 健司  （東京電機大学） 

山本明知  （日本内部監査協会） 
湯田 雅夫  （獨協大学） 
若梅 裕子   （BEI ビジネス倫理研究所） 
今市 紳一   （本学会事務局） 
 

 
実行委員会連絡先 
〒101－8457 東京都千代田区神田錦町２－２ 
            東京電機大学工学部 情報メディア学科 佐々木研究室 

第 20 回全国大会実行委員会 
       電話 03-5280-3328 FAX 03-5280-3592  電子メール jssm20confp@isl.im.dendai.ac.jp 

 

会場への御案内 
http://www.dendai.ac.jp/map/kanda.html 
 

交通案内 
JR：御茶ノ水駅（中央線・総武線）徒歩 8分／神田駅（山手線・京浜東北線）徒歩 8分 
地下鉄：淡路町駅（丸ノ内線）B7出口・徒歩 3分新御茶ノ水駅（千代田線）B7出口・徒歩 3分／ 

小川町駅（都営新宿線）B7出口・徒歩 3分／神保町駅（半蔵門線・都営三田線）A7出口・徒歩 8分／ 
神田駅（銀座線）1番出口・徒歩 8分／竹橋駅（東西線）3B出口・徒歩 8分  

 
  

  
 
 
 
 


