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日本セキュリティ・マネジメント学会第 24回全国大会を、来る 6月 26 日（土）に、専修大学生田キャン
パスにおいて開催することとなりました。これもひとえに会員各位のご協力とご支援の賜物と心より感謝申し

上げます。 
タッチパネルを搭載したタブレット型携帯端末機などの発売が世を賑わしておりますが、インターネットを

中心とするネットワーク社会の発展には目を見張るものがあります。それに伴い、様々な面でネットワーク社

会におけるリスクが増大し、セキュリティ・マネジメントの重要性がますます大きくなっているといえましょ

う。そこで、第 24 回全国大会では、「ネットワーク社会のリスクとセキュリティ」という統一テーマで開催
したいと考えました。基調講演として、暗号技術の大家でいらっしゃる今井秀樹氏（中央大学教授，東京大学

名誉教授）を、特別講演としては、テレビ等でもコメンテータとして活躍されておられる末吉竹二郎氏（国連

環境計画・金融イ二シアテイブ特別顧問）をお招きし、それぞれ 60分間の講演をお願いいたしました。また、
自由論題による発表と９つの研究会による分科会の他に、国際部会のコーディネートによる英語セッションを

新設いたしました。ここでは、英語による６つのスピーチが予定されております。学際的研究と産学連携を意

識して、さらに国際化を目指した画期的なプログラムを作成できたと自負しており、内容的に実りある大会と

なることを確信しております。 
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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

日本セキュリティ・マネジメント学会 
 

第２４回全国大会のご案内 
 

統一テーマ 
 

「ネットワーク社会のリスクとセキュリティ」 

 
  基調講演：今井 秀樹 氏 （中央大学教授，東京大学名誉教授） 

  特別講演：末吉竹二郎 氏 （国連環境計画・金融イ二シアテイブ特別顧問） 

 

 
日 時  2010年 6月 26日（土） 9時 55分～19時 50分 
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日本セキュリティ・マネジメント学会 第２４回全国大会プログラム 
＜統一テーマ＞ 「ネットワーク社会のリスクとセキュリティ」  

930 - 
受 付 開 始 

(１０３０１教室の前)  
9:55 ‒ 

 

10:00 

開 催 校 挨 拶 
大曽根 匡 大会実行委員長 

（１０３０１） 
10:00 ‒ 

 

10:10 

会 長 挨 拶 
佐々木 良一 会長 

（１０３０１） 

10:10 ‒ 

 

11:10 

基 調 講 演 ：  
今井 秀樹 氏（中央大学教授、東京大学名誉教授） 
『情報環境の進展と暗号技術の今後』 

司 会：平松 雄一（電子商取引安全技術研究組合） （１０３０１） 
セッションＧ（自由論題） 

 
（司会：清水惠子） （司会：佐藤修） （司会：桃井義雄） （司会：藤川真樹） 

11:20 ‒ 

 

 

 

 

11:55 

Ｇ１      （１０３０２） 
『裁判記録における個人情報

の取扱に関する一考察』 
星野豊(筑波大学) 
 

 

Ｇ２      （１０３０３） 
『日本的組織における情報セ

キュリティ文化の醸成』 
山本哲寛（情報セキュリティ
大学院大学） 
 

Ｇ３      （１０３０４） 
『リスクアセスメントにおけ

るセキュリティ要求分析手法

の応用について』 
米津宏太郎（情報セキュリ
ティ大学院大学） 

Ｇ４      （１０３１５） 
『IT システムの証跡管理に関
する一考察』 
中村武英, 小野将司（警察大
学校） 
 

11:55 - 

12:50 

昼 休 み （５５分） 
１０号館４階シダックス、９号館５階キャビン 

12:50 - 

13:30 

会 員 総 会 （４０分） 
（１０３０１） 

 
セッションＡ（司会：小倉久宜） 

コーポレート・ガバナンス 
セッションＢ（司会：橘高弘武） 

先端技術 
セッションＣ（司会：大内功） 

環境マネジメント 
セッションＤ（司会：文倉斉） 

危機管理 
13:40 ‒ 

 

 

 

14:15 

Ａ１      （１０３０２） 
『ＩＴによるコーポレートガバナン

スとアカウンタビリティの可視化』 
工藤道治（日本アイ・ビー・
エム） 

Ｂ１      （１０３０３） 
『企業不正防止と内部監査部

門の役割』 
村田一（オリックス） 

Ｃ１      （１０３０４） 
『財務データと環境データの

相関性と効率性の分析』 
大坪史治（和光大学） 
 

Ｄ１      （１０３１５） 
『首都機能分散移転』 
岡安邦男（CTC） 
 
 

14:20 ‒ 

 

 

 

 

14:55 

Ａ２      （１０３０２） 
『JRMS2010の開発とツール
について』 
原田要之助（情報セキュリ
ティ大学院大学） 
 

Ｂ２      （１０３０３） 
『セキュリティ実現の原点か

ら見た内部不正抑制手法の考

察』 
甘利康文（セコム） 
 

Ｃ２      （１０３０４） 
『グリーンＩＴにかかる事業

化の検討』 
岡田政紀 （Ｔ＆Ｂ） 
 
 

Ｄ２      （１０３１５） 
『世界の身代金誘拐事件の最

新情勢』 
大越修, 加藤真由, Andrew 
Jones（Clayton 
consultants. Inc） 

 
セッションＦ（司会：吉浦裕） 

ＩＴリスク 
セッションＨ（司会：力利則） 

個人情報の保護 
セッションＩ（司会：澤田栄浩） 

ＩＴ統制 
セッションＪ（司会：石井夏生利） 

セキュリティ法制 
15:00 ‒ 

 

 

 

15:35 

Ｆ１      （１０３０２） 
『IT リスク学研究の動向と今
後の方向』 
千葉寛之（日立製作所） 
 

Ｈ１      （１０３０３） 
『電子的本人認証の現状と課

題（仮）』 
電子的本人認証の検討会有
志 

Ｉ１      （１０３０４） 
『クラウド時代のＩＴリスク

技術課題(仮)』 
中本雅寛（日本アイ・ビー・
エム） 

Ｊ１      （１０３１５） 
『法的観点からの「情報の差

止」に関する一考察』 
中村伊知郎（情報セキュリ
ティ大学院大学） 

15:40 ‒ 

 

 

 

 

16:15 

Ｆ２      （１０３０２） 
『企業の情報セキュリティ対

策におけるモチベーションの

構造に関する研究』 
菅野泰子（情報処理推進機
構） 

Ｈ２      （１０３０３） 
『国民ＩＤ構築のための課題

の整理（仮）』 
国民ＩＤのあり方検討会有
志 
 

Ｉ２      （１０３０４） 
『クラウドとＩＴ統制監査へ

の期待と課題』 
清水惠子（新日本有限責任
監査法人） 
 

Ｊ２      （１０３１５） 
『迷惑メールに関する総合的

対策の研究』 
井上明子（情報セキュリテ
ィ大学院大学） 
 

 
セッションＫ（司会：竹上端一） 

関西支部 
セッションＧ（自由論題） 
（司会：湯田雅夫） 

16:20 ‒ 

 

 

 

 

 

16:55 

Ｋ１      （１０３０２） 
『安心と安全を構築する技術、

工学、経営の融合』 
能勢豊一（大阪工業大学） 
 
 
 

Ｇ５      （１０３０３） 
『Passive monitoring を用い
た海外Ｐ２Ｐサイトの多角的

調査』 
安藤類央（情報通信研究機

構）, 外山英夫（コムラッ
ド）, 伊東寛（シマンテック） 

  

17:00 ‒ 

 

18:00 

特 別 講 演 ：  
末吉 竹二郎 氏（国連環境計画・金融イ二シアテイブ特別顧問） 
『温暖化がもたらす新しい国際競争』 

司 会：大井 正浩（中央大学） （１０３０１） 
18:00 - 

19:50 

懇 親 会 
（９号館５階キャビン） 



 

●英語セッション（English Session）（Class Room：１０３１４） 
 Please also visit web site: http://www.jssm.net/jssm/jssm09_convention_eng.htm 
責任者：山本明知 (Akitomo YAMAMOTO)、副責任者：内田順一 (Junichi UCHIDA) 
○Ｅ１：11:20 ～ 11:55 

Suchinthi FERNANDO, Suvashis DAS and Tatsuo ASAI (Nagaoka University of Technology) 
『Human-related Problems in Information Security in Cross-cultural Environments ‒ The Case of India -』 

○Ｅ２：13:40 ～ 14:15 
Ulas BARDAK (Intelligent Systems Lab, SECOM Co. LTD.) 
『Using Automatic Scheduling in Facilitating Emergency Disaster Response』 

○Ｅ３：14:20 ～ 14:55 
Sven WOHLGEMUTH (National Institute of Informatics, Japan), 
『Privacy and the Disclosure of Personal Data to Third Parties』 

○Ｅ４：15:00 ～ 15:35 
Naoko OKAWA (Adjudication Division, Secretariat, Board of Audit of Japan) 
『IT Security Management in Central Government – from SAI-Japan Audit Report in 2006 -』 

○Ｅ５：15:40 ～ 16:15 
Michael DEEMING (Protiviti Japan Co. LTD.) 
『The Importance of Integrating IT Audit to Promote Development of Secure Systems』 

○Ｅ６：16:20 ～ 16:55 
Darren GRIFFITHS (PricewaterhouseCoopers Aarata), 
『Key Factors in considering IT Security for a SOX Audit of Internal Controls』 

 
●３３０分（最大）の継続専門教育（ＣＰＥ）受講証明書を発行します。 

 
●参加費 

種類 事前/当日 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 

事前(振込)支払 1,000円 4,000円 英語セッションだけ 
（非会員に限定） 当日支払 2,000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、種類（英語セッションだけかどうか）、懇親会の出欠、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、または郵便で下記の事務局までご連絡ください。 
   メール：jssm24confp@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 24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１8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 19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。 
○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。 
 
●Webサイト：http://www.jssm.net/jssm/jssm042_2010-1.htm 
 
 
 



大会実行委員会 
 

委員長    大曽根 匤 （専修大学） 
副委員長   平松 雄一 （電子商取引安全技術研究組合） 
プログラム委員長 大井 正浩 （中央大学） 
英語セッション 山本 明知 （JSSM 国際部会長）  
 
委 員 
     
淺井 達雄 （長岡技術科学大学） 

飯塚 久夫 （NECビッグローブ） 

井上 克至 （NTTデータ） 

内田 順一 （セコム） 

大内 功  （JSSM 研究部会長） 

大木 栄二郎（工学院大学） 

小倉 久宜 （NTTﾃﾞｰﾀ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｺｱ） 

川口 元  （ｷﾔﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ） 

橘高 弘武 （アークン） 

佐藤 修  （東京経済大学）  

渋谷 武夫 （専修大学） 

清水 惠子 （新日本有限責任監査法人） 

関根 純  （専修大学） 

竹村 憲郎 （専修大学名誉教授） 

力  利則 （NEC） 

能勢 豊一 （大阪工業大学）  

花田 経子 （新島学園短期大学） 

藤川 真樹 （ALSOK） 

藤本 正代 （富士ゼロックス） 

堀江 正之 （日本大学） 

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） 

森本 祥一 （専修大学） 

湯田 雅夫 （獨協大学） 

渡辺 研司 （名古屋工業大学） 

今市 紳一 （JSSM 学会事務局） 

会場へのご案内 
神奈川県川崎市多摩区東三田２－１－１ 専修大学 10号館 
http://www.senshu-u.ac.jp/univguide/campus_info/ikuta_campus/index.html 

○バス利用の方 
●向ヶ丘遊園駅（小田急線）北口より「専修大学 9号館」行きバスで 10分→終点下車  
●向ヶ丘遊園駅（小田急線）北口より「聖マリアンナ医科大学」「あざみ野」「専修大学前」行きバスで約 10分  
 →専修大学 120年記念館前下車→正面のトンネルを抜けてください（徒歩 3分） 
※9 号館と 10 号館は隣接しております。一方、「専修大学前」行きのバスの終点は 1 号館裏手にな
り、10号館とはやや離れておりますので、途中の「専修大学 120年記念館前」で下車してくださ
い。なお、「9号館」は「120年記念館」の別称です。 

○徒歩の方（上記地図を参照してください） 
●向ヶ丘遊園駅（小田急線）南口より徒歩 14分（10号館入口）  
○タクシーの方 
●向ヶ丘遊園駅（小田急線）北口（安い、少ない）・南口（高い、多い） 




