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日本セキュリティ・マネジメント学会 
(Japan Society of Security Management) 

 



2008 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 大木 栄二郎 
 
日本セキュリティ・マネジメント学会第２２回全国大会を、来る 6月 22日（日）に、工学院大学新宿キャ
ンパスにおいて開催する運びとなりました。 
ご高承の通り、地球環境の変化や社会システムの複雑化などにより、社会の持続可能性そのものが大きな課

題としてクローズアップされるようになりました。そこで、今大会の統一テーマを「サステナブル社会とセキ

ュリティ」とし、幅広い見地からの討論を期待することといたしました。 
本学会は、セキュリティ・マネジメントの高度化に、工学、理学、法学、社会学、経営学、倫理学、などさ

まざまな学問分野にまたがる数多くの研究課題を学際的に解決していくことを主眼としながら、同時に、産業

界が直面している課題に業際的に取り組み、応用研究の成果や優れた事例等の紹介にも積極的に取り組んでい

くことが求められています。 
このような学際的でかつ業際的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：jssm22conv@jssm.net 
  ＦＡＸ：03-3340-3426 
  郵 便：〒163－8677 東京都新宿区西新宿 1-24-2 
             工学院大学情報学部 大木研究室 
             日本セキュリティ・マネジメント学会 
             第 22国全国大会実行委員会事務局 
 
・同封郵便振替用紙に必要事項を記入し、6月 6日（金）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２２回全国大会プログラム 
＜統一テーマ＞ 「サステナブル社会とセキュリティ」 

 2008 年 6 月 22 日（日）  於：工学院大学新宿キャンパス          (敬称略) 
受 付 開 始                                         

8:30 
(控え室 4 階 A471 教室)   

分科会 A (高層棟 A712 教室) 

セキュリティ技術とサステナビリティ 

分科会 B(高層棟 A715 教室)

セキュリティ法制とサステナビリテ

ィ 

分科会 C(高層棟 A762 教室) 

環境マネジメントとサステナビリティ

分科会Ｄ(高層棟 A765 教室) 

ガバナンスとサステナビリティ 

A-1 TPMを利用したTrusted 
Computingの調査研究・中間報告 
Interim report for the study of the 
trusted computing by using TPM 

B-1 本人視点による個人情報

保護研究へのアプローチ 

 

 

C-1 わが国におけるエコ効率性

指標の普及問題と今後の展開 

 

 

D-1 COSOモニタリングガイダン

スに学ぶ IT統制のモニタリング 

 

 

報告： 中本雅寛（日本IBM） 

    セキュアOS研究会（WG１+2） 

報告： 竹内孝一（NTTソフトウ

ェア） 

報告： 大坪史治（明海大学） 

 

報告：村田一（コーポレート・ガバ

ナンス研究会） 

 

 9:00- 

9:35 

司会：  鮫島 吉喜 司会：  力 利則 司会： 大内 功 司会：  喜入 博 

A-2 セキュアＯＳからみた既存のセ

キュリティ管理基準 

 

B-2 個人情報マネジメントの

持続可能性 

 

C-2  (自由論題) 情報セキュリ

ティ確保に対する利用者の価値

評価に関する研究 

D-2 サステナビリティを支えるシ

ステム監査 

 

報告： 長谷川 誠志 

     セキュアOS研究会（WG3） 

報告： 浜田良樹（東北大学大

学院） 

報告： 櫻井直子（早稲田大学） 

 

報告：島田裕次（東京ガス） 

 

9:40- 

10:15 

司会： 鮫島 吉喜 司会： 力 利則 司会： 大内 功 司会：  小倉久宜 

 休 憩 

10:25- 

11:15 

会長挨拶ならびに特別講演 「情報社会の新潮流と情報セキュリティ」 
日本セキュリティ・マネジメント学会 会長 辻井重男  (情報セキュリティ大学院大学)  

 (3 階アーバンテックホール)

基調講演 「企業経営とサステナビリティ」 
東京大学生産技術研究所 教授 山本良一 

11:15- 

12:15 
(3 階アーバンテックホール)

昼 食／理事会 12:15- 

13:10  (近郊レストラン／28 階第 1会議室)

２００８年度 会員総会 13:10- 

13:50                                                                 (3 階アーバンテックホール)

 休 憩 

パネルディスカッション 『サステナブル社会構築には何が必要か』 
パネラー   セキュリティ技術          佐々木良一（東京電機大学） 

環境          湯田雅夫 （獨協大学） 

「信頼・責任とサステナビリティ」 林 紘一郎（情報セキュリティ大学院大学） 

BCP/BCM          喜入 博 （KPMG ビジネスアシュアランス） 

サステナブル NW         加藤和彦 （筑波大学） 

司会                                大内 功 （損保ジャパン・リスクマネジメント） 

  

14:10- 

16:00 

                                                                                             (3 階アーバンテックホール)

 休 憩 

分科会 A (高層棟 A712 教室) 

セキュリティ技術とサステナビリティ

分科会 B(高層棟 A715 教室) 

セキュリティ法制とサステナビリティ

分科会 C(高層棟 A762 教室) 

環境マネジメントとサステナビリティ

分科会Ｄ(高層棟 A765 教室) 

ガバナンスとサステナビリティ 

A-3  万引き監視を中心とした

犯罪防止のあり方の提案  

―不審行動自動検知の可能性

－ 

B-3 個人情報の利用目的から

みたプライバシーポリシーの分

析 

 

C-3  （自由論題）情報セキュリ

ティに関する情報開示の現状と

課題 

 

D-3 内部統制構築のための取

り組み―構築事務局の立場とし

て― 

 

報告： 大野宏(綜合警備保障

株式会社) 

報告： 大木栄二郎（工学院大

学） 

報告：小野康史、内田勝也（情報

セキュリティ大学院大学） 

報告：竹上端一（日本コンベヤ） 

 

  

 

16:10- 

16:45 

司会： 田吹隆明 司会： 田場和弘(仮) 司会： 湯田雅夫 司会： 岸本博之 

A-4  (自由論題) 2008年 情報

セキュリティ調査から見た情報

セキュリティ状況の比較 

B-4  災害時要援護者の情報

共有と個人情報保護 

 

C-4  （自由論題） 情報通信技

術を利用した施設間医療連携に

おける効用とリスクのバランシン

グ 

D-4 我が国の情報セキュリティ

政策について 

 

報告：鈴木悦生、内田勝也（情

報セキュリティ大学院大学）

報告： 舟橋 信（情報セキュリテ

ィ大学院大学) 

報告：藤本正代（富士ゼロック

ス） 

報告：清水英彦（内閣官房 情報

セキュリティセンター） 

 

16:50- 

17:25 

司会： 田吹隆明 司会：田場和弘(仮) 司会： 湯田雅夫 司会： 喜入 博 

A-5  システム資産を活用した

セキュア PCの追及 

 

B-5 社会の持続的発展のため

の個人情報保護のあり方－IT社

会の発展と個人情報保護－ 

C-5 環境リスクの定量化と予防

的な取り組み ―リスク社会とサ

ステナビリティ― 

D-5  (自由論題) 多重リスクコミ

ュニケータ（ＭＲＣ）の個人情報

漏洩対策への適用 

報告：渋谷守之(株式会社ロム

ウィン) 

 

報告： 松澤幸太郎（日本大学）

  

 

報告： 大内 功（損保ジャパン・

リスクマネジメント） 

 

報告：日高 悠（IT働楽研究所）、

谷山 充洋（東京電機大学）、

佐々木良一（東京電機大学） 

17:30- 

18:05 

司会： 田吹 隆明 司会：田場和弘(仮) 司会： 湯田雅夫 司会： 小倉久宜 

18:10- 

 19:30 

懇 親 会                                         
(７階食堂)



大会実行委員会 
 

委員長   大木栄二郎（工学院大学） 
副委員長  能勢 豊一（大阪工業大学） 

佐々木健美（情報セキュリティコンサルタント） 
委 員     

芦田 勝 （元國學院大學）  

井上 克至 （NTT データ・セキュリティ） 

大井 正浩 （情報セキュリティ大学院大学） 

大曽根 匤 （専修大学） 

大内 功   （損保ジャパン・リスクマネジメント） 

岡安 邦男 （伊藤忠テクノソリューションズ）  

小倉 久宜 （NTT データ） 

川口 元  （キヤノン） 

喜入 博  （KPMG ビジネスアシュアランス）  

小泉 雄介 （NEC総研） 

税所 哲郎 （関東学院大学）  

佐々木良一（東京電機大学） 

澤田 栄浩 （日本高信頼システム研究所） 

椎原 正次 （大阪工業大学） 

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） 

長尾慎一郎（あらた監査法人） 

藤本 正代 （富士ゼロックス） 

堀江 正之 （日本大学） 

湯田 雅夫 （獨協大学） 

今市 紳一 （本学会事務局）

実行委員会連絡先 
郵 便：〒163－8677 東京都新宿区西新宿 1-24-2  工学院大学情報学部 大木研究室 
        日本セキュリティ・マネジメント学会 第 22国全国大会実行委員会事務局 

FAX 03-3340-3426  電子メール jssm22conv@jssm.net 
 

会場へのご案内 
http://www.kogakuin.ac.jp/map/shinjuku/index.html

 

 

 
 

 
 

 


