日本セキュリティ・マネジメント学会

第２３回全国大会のご案内
統一テーマ

「ビジョンとセキュリティの再考」

日 時
会 場

2009 年 7 月 11 日（土曜日） 10 時 00 分〜20 時 00 分
NEC（日本電気㈱）玉川事業場
午前：NEC 玉川ルネッサンスシティ ホール棟
（神奈川県川崎市中原区下沼部 1753）
午後：NEC 玉川クラブ
（神奈川県川崎市中原区下沼部 1959）
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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)

2009 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
佐々木良一
大会実行委員長 力 利則
日本セキュリティ・マネジメント学会第 23 回全国大会を、来る 7 月 11 日（土）に、ＮＥＣ
（日本電気㈱）玉川事業場において開催する運びとなりました。
世界同時不況と言われる大変厳しい時代を迎えています。安心・安全な社会を生み出すことがセ
キュリティの使命であり、その重要性には変わりはありません。しかし、現実には景気低迷や業績
悪化を理由にセキュリティへの投資が後回しになり、コスト削減の一つの矛先になっていることが
多いように感じられます。そこで、今大会の統一テーマを「ビジョンとセキュリティの再考」とし、
社会・企業・人間を取り巻く本来のビジョンを改めて考え直し、安心・安全な社会の構築といった
セキュリティの原点に戻って、これからのセキュリティの進むべき道を考えていくことに致しまし
た。また、今大会は、企業の会場を利用して開催する全国大会となります。企業と学会との連携を
より広く、より深くするために、産業界、大学、学会等から多くの参加者が集まり、有意義な大会
となることを期待しています。
本学会は、セキュリティ・マネジメントの高度化に向けて、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を推進しています。
このような学際的でかつ業際的な本学会のメリットを活かした有意義な大会と致したく、是非と
も、関係の方々にもお声をお掛けいただき、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上げます。なお、本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
会員
事前(振込)支払
4,000 円
4,000 円
（正会員・賛助会員）
当日支払
5,000 円
5,000 円
非会員
事前(振込)支払
5,000 円
4,000 円
当日支払
6,000 円
5,000 円
＊送金された参加費は、理由の如何を問わず返却致しませんが、
大会ご欠席の場合には、後日「発表要旨」を１部お送り致します。
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：jssm23confp@jssm.net
ＦＡＸ：03-3371-5185
郵 便：〒169-0073 東京都新宿区百人町 1-20-3 バラードハイム 703
日本セキュリティ・マネジメント学会 第 23 国全国大会実行委員会事務局
・郵便振替用紙に必要事項を記入し、６月１９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 20 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。
・午後の発表の各トラックの部屋の大きさを事前に調整するため、郵便振替用紙に、希望のトラック番号を記
載してください。（あくまで予定なので当日は自由に回っていただいて結構です）
Ａ−１、 Ｂ−１、 Ｃ−１、 Ｄ−１、 Ｅ−１
Ａ−２、 Ｂ−２、 Ｃ−２、 Ｄ−２、 Ｅ−２
・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 00160−1−262809 加入者名 日本セキュリティ・マネジメント学会
・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 三井住友銀行神田支店 普通預金 2403456 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。

日本セキュリティ・マネジメント学会 第２３回 全国大会プログラム
＜統一テーマ＞「 ビジョンとセキュリティの再考 」
２００９年７月１１日（土） 於：NEC玉川事業場
（敬称略）

★午前の部 於：NEC 玉川ルネッサンスシティ ホール棟（神奈川県川崎市中原区下沼部1753）
9:30〜

受付開始

9:00〜
9:50

（ホール棟）受付

理事会
（ホール内前列右側）

10:00〜
10:50

会 長 講 演（JSSM学会のビジョンの再考）
佐々木 良一 会長

10:50〜
12:00

基 調 講 演 （企業経営のビジョンとセキュリティ）
矢野 薫 ＮＥＣ社長

12:00〜
12:40

２００９年度 会員総会

12:40〜
13:30

休 憩 （昼 食）

（ホール内）
（ホール内）
（ホール内前列）

★午後の部 於：NEC 玉川クラブ（神奈川県川崎市中原区下沼部1959）
受 付 開 始
13:00〜
トラックD−１
自由論題
(主)喜入 博
(幹)桃井義雄、藤本正代

トラックE-１
危機管理研究会
(主)田口孝弘
(幹)岡安邦男

A-1-1 情報セキュリティガ B-1-1 インターネットxSP Ｃ-1-1 米国における土壌
におけるインシデントマネジ 汚染対策の日本への示唆
バナンスの枠組み
13:30〜 大木栄二郎(工学院大学) メントに関する考察
張 夏玉(専修大学商学研
14:05
古賀洋一郎（NECビッグ
究科)
ローブ）

D-1-1 内部統制実現への
考察（ユーザニーズと実
例）
若山 大輔（ハンモック）

E-1-1 災害時における透
析機関と水道事業者の課
題について
文倉 斉（川口市）

B-1-2 諸外国のサイバー C-1-2 ＳＲ規格の最新情
戦事情
報と企業の対応
伊東 寛（シマンテック総合 関 正雄（損保ジャパン）
研究所）

Ｄ-1-2 ITリスクマネジメン
トとCIO機能強化
村田正憲（村田経営研究
所）

E-1-2 プロフの現状・青少
年の危機意識について
佐藤元彦、岡野大良（伊藤
忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ）

分科会→
責任者→
（司会）
時間帯↓

トラックA−１
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ研究会
(主)三品利郎
(幹)小倉久宜

A-1-2 ＦＩＳＣのシステム監
査への取組み（仮）
14:10〜 岸本 博之（金融情報ｼｽﾃ
14:45 ﾑｾﾝﾀｰ）

トラックB−１
先端技術・情報犯罪と
ｾｷｭﾘﾃｨ研究会
(主)橘高弘武
(幹)佐々木健美、橋本純生

B-1-3 制服着脱検知シス
A-1-3 COSOモニタリン
グ・ガイダンスに見るリスク テムの開発（仮）
14:50〜 の概念(仮)
藤川真樹（綜合警備保障）
15:25 三品利郎（ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ｶﾞﾊﾞﾅ
ﾝｽ研究会）

15:25〜
15:40
分科会→
責任者→
（司会）
時間帯↓

トラックC-１
環境マネジメント研究会
(主)湯田雅夫
(幹)大内 功

C-1-3 次世代電子行政 Ｄ-1-3 ITサービス継続マ E-1-3 新型インフルエンザ
サービスの安全運用を支え ネジメントの外部環境に係 対策と問題点
る本人認証基盤の確立
わる考察
岡安邦男（伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰ
鵜野幸一郎（日本セキュア 渡辺研司（長岡技術科学大 ｼｮﾝｽﾞ）
テック研）、小泉雄介（NEC） 学大学院）

小休憩
トラックA-２
ITリスク学研究会
(主)佐々木良一
(幹)千葉寛之

トラックB-２
個人情報の保護研究会
(主)力 利則
(幹)川口 元、小林 健

トラックC-２
ｾｷｭﾘﾃｨ法制研究会
(主)林 紘一郎
(幹)石井夏生利、芦田 勝

A-2-1 暗号危殆化に対す B-2-1 個人情報保護法の C-2-1 グローカル企業の
る長期署名フォーマットの ビジョンの再考
S&S（SAFETY＆
小林 健・長野豊佳（ＯＳＫ） SECURITY）緊急提言
15:40〜 安全性評価
西本敬志，佐々木良一（東
大津山訓男（アットマークベ
16:15 京電機大学）
ンチャー）
A-2-2 多重リスクコミュニ
ケータの青少年ネット規制
16:20〜 法に関わる問題への適用
16:55 柿沼1，谷山1，杉本2，矢
島1，佐々木1 1東京電機
大学，2アドイン研究所

B-2-2 「データ保護の権 C-2-2 情報の差止の実状
と問題点について
利」の確立を目指して
北原宗律（広島修道大学経 中村伊知郎（情報セキュリ
ティ大学院大学）
済科学部）

A-2-3 取調べの可視化に
おける技術課題の明確化
17:00〜 とシステム提案 高間1，越
17:35 前2，吉浦1 1電気通信大
学, 2国立情報学研究所

B-2-3 相続をめぐる紛争
と個人情報保護
星野 豊（筑波大学人文社
会科学研究科）

18:00〜
20:00

トラックD-２
セキュアOS研究会
(主)澤田栄浩
(幹)中本雅寛、鮫島吉喜

トラックE-2
自由論題
(主)喜入 博
(幹)桃井義雄、藤本正代

D-2-1 アクセス制御強化 E-2-1 2009年情報ｾｷｭﾘ
によるアプリケーションの脆 ﾃｨ調査から見た情報ｾｷｭﾘ
弱性への対応の検討（仮） ﾃｨ状況の比較 鈴木，宮
鮫島吉喜（日立ソフト）
本，村上，大和田，澤近，
水沼，新原，秋元，内田（情
報ｾｷｭﾘﾃｨ大学院大学）
Ｄ-2-2 統合システムの監
査証跡保護
澤田栄浩（日本高信頼シス
テム研究所）

E-2-2 情報セキュリティ管
理策の活用についての提
案
植野俊雄（ＩＳＵ）

C-2-3 経営からみたビジョ D-2-3 セキュリティを維持
ンとセキュリティ
しながら統計処理を行うた
北野晴人（情報セキュリティ めの数学的方法と代理
大学院大学）
データセット生成
松井 清（東京CRO）

E-2-3 企業における情報
セキュリティのガバナンスと
組織感情
浜屋 敏（富士通総研経済
研究所）

懇 親 会
（１Fグランドホール）

大会実行委員会
委員長
力 利則 （ＮＥＣ）
副委員長 大井 正浩（中央大学）
委

員
飯塚 久夫
大内 功
大曽根 匤
岡安 邦男
小堤 康史
喜入 博
小泉 雄介
椎原 正次
田吹 隆明
林 隆臣
藤川 真樹
堀江 正之
向山 宏一
湯田 雅夫

（ＮＥＣビッグローブ）
（JSSM 環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究会）
（専修大学）
（伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ）
（ＮＥＣ）
（ＫＰＭＧﾋﾞｼﾞﾈｽｱｼｭｱﾗﾝｽ）
（ＮＥＣ）
（大阪工業大学）
（田吹技術士事務所）
（ＮＥＣラーニング）
（綜合警備保障）
（日本大学）
（日本ベリサイン）
（獨協大学）

井上 克至 （ＮＴＴデータセキュリティ）
大木栄二郎（工学院大学）
大津山訓男（アットマークベンチャー）
小倉 久宜 （ＮＴＴデータフィット）
川口 元 （ｷｬﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ）
橘高 弘武 （オリックス）
佐藤 修 （東京経済大学）
清水 惠子 （新日本有限責任監査法人）
花田 経子 （新島学園短期大学）
平松 雄一 （電子商取引安全技術研究組合）
藤本 正代 （富士ゼロックス）
三品 利郎 （JSSM ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ研究会）
桃井 義雄 （桃井ＩＴ技術士事務所）
今市 紳一 （JSSM 学会事務局）

実行委員会連絡先
郵 便：〒169-0073 東京都新宿区百人町 1-20-3 バラードハイム 703
日本セキュリティ・マネジメント学会 第 23 国全国大会実行委員会事務局
メール：jssm23confp@jssm.net TEL：03-3371-5183
FAX：03-3371-5185
会場へのご案内

ＮＥＣ 玉川事業所

NEC
玉川事業場

交通 JR南武線 向河原駅徒歩２分
東急東横線 武蔵小杉駅徒歩１２分

ＪＲ南武線
向河原駅徒歩５分

