
 

日本セキュリティ・マネジメント学会 

第２７回全国大会 
 

統一テーマ 

「サイバー攻撃激化時代のセキュリティ・マネジメント」 

 

  基調講演：山碕 良志 氏（総務省情報流通行政局） 

  特別講演：土屋 大洋 氏（慶應義塾大学大学院教授） 

 

 

日 時 2013年 6月 22日（土） 9時 45分～20時 15分 

会 場 東京電機大学 千住キャンパス 1号館 (東京都足立区千住旭町５番) 

 

主 催 日本セキュリティ・マネジメント学会 

後 援 日本内部監査協会(IIAJ)、ISACA東京支部、ITコーディネータ協会(ITCA)、 

(ISC)2、日本セキュリティ監査協会(JASA)  (順不同、一部予定) 

 

 

 

 

日本セキュリティ・マネジメント学会 

(Japan Society of Security Management) 

  



日本セキュリティ・マネジメント学会 第２７回全国大会開催にあたって 

 

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 27 回全国大会を 6 月 22 日（土）に、東京電機大学におい

て開催することとなりました。これもひとえに会員各位および後援団体の皆様のご協力とご支援の賜物

と心より感謝申し上げます。 

 今回は、「サイバー攻撃激化時代のセキュリティマネジメント」を統一テーマとしました。基調講演

では、総務省 情報流通行政局 情報セキュリティ対策室長でいらっしゃる山碕良志氏をお迎えし、「激

化するサイバー攻撃と産学官連携 －国の政策動向と JSSM への期待－」と題して御講演いただきま

す。また、特別講演では、慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科教授でいらっしゃる土屋大洋氏

をお迎えし、「サイバーセキュリティの国際政治」と題して御講演いただきます。研究発表では、研究

会による 10 トラックとともに、英語セッション、学生セッション、および自由論題枠を設け、全 34

件の学際・業際的な発表をおこないます。魅力的なプログラムを構築できたと確信しております。 

 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いたしたく、是非、ご

参加の皆様の活発で有意義な討論をお願い申し上げます。そして、この全国大会がきっかけとなり、本

学会の研究会にも積極的にご参加いただき、研究の輪がますます広がることを期待いたします。 

 本大会の開催にあたり、大会プログラムの作成、報告者の募集・選定、参加者の募集、広告原稿の掲

載、後援団体との連絡等、大会実行委員および学会事務局や多くの方々のお世話になり、感謝申し上げ

ます。また、今大会で御報告いただきます方々、司会・進行や記録等をお願いさせていただいた方々、

そして、大会に御参加いただいた皆様に、この場を借りて厚くお礼申し上げます。 

 

●Webサイト：http://www.jssm.net/jssm/jssm042_2013-1.htm 

●参加費 

大会：事前申込・振込 JSSM会員(4,000円)、非会員(6,000円)、英語セッションのみ(非会員に限り 1,000円) 

   当日申込・支払 JSSM会員(5,000円)、非会員(7,000円)、英語セッションのみ(非会員に限り 2,000円) 

懇親会：事前申込・振込(4,000円)、当日申込・支払(5,000円) 

※ 非会員の方でも、この機会にぜひご入会ください。事前申込と同時にご入会いただいた方、当日申込の際に

会場でご入会いただいた方は、上記の JSSM 会員の事前申込/当日申込とそれぞれ同額になります。入会方法

等は次の資料をご参照ください。   http://www.jssm.net/jssm/jssm03.htm 

※ ご送金いただいた参加費・懇親会費は、理由の如何を問わず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、「連絡先御住所」宛に、１部お送りいたします。 

●参加申込の方法 

(1) 必要事項をご記入のうえ、電子メール、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：jssm27confp@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 27国全国大会実行委員会事務局 

(2) 必要事項は次のとおりです。 

 ・申込区分 (JSSM会員、非会員、英語セッションのみ)、懇親会の出欠 

 ・参加者のお名前、所属機関名、連絡先御住所・電話番号、メールアドレス 

 ・後援団体のうち、参加団体または受講証明提出予定先の略称(IIAJ、ISACA、ISC2、ITCA、JASA) 

 ※ 2名以上の参加費を一括送金される場合は、必ず参加者全員のお名前を含む、必要事項をご記入ください。 

(3) (1)(2)のご連絡のうえ、参加費・懇親会費を 6 月 14 日（金）までにお早め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 15日以後は、当日支払(申込み)扱いとなります。 

 ・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  

 



★午前の部　（丹羽ホール）
9:00～

（丹羽ホール）

（丹羽ホール）

（丹羽ホール）

10:50～11:00

（丹羽ホール）

★午後の部

（１２０４室）

場所 １２０６室 １２１３，１２１４室 １２２４室 １２２５，１２２６室 １２２７，１２２８室 １２０４室

(Track A) (Track B) (Track C) 自由論題 学生セッション 英語セッション

先端技術 IT統制 情報セキュリティ会計学 担当：千葉　寛之 担当：吉浦 裕 担当：岡安 邦男

司会：橋本　純生 司会：川口　元 司会：田村 仁一 司会：村田　一 司会：花田 経子 司会：岡安 邦男

内部犯罪防止策とサイ
バー攻撃防御における共
通点

暗号技術の現実的な応用
について

情報セキュリティガバナン
スの視点からの管理策の
有効性

SNSによる行政サービス
向上の可能性と課題

メンタルローテーションを利
用した画像CAPTCHAの
提案

 Leveraging big data in risk

 analysis

萩原　栄幸     (萩原情報
セキュリティコンサルティン
グ)

藤田　亮　（中央大学研究
開発機構）

大木 榮二郎  (工学院大
学)

文倉　斉　　（川口市役
所）

池谷　勇樹（静岡大学大
学院）

 Kyle Runnels　　(Deloitte

 Tohmatsu)

セキュリティ法と経営
司会：林 紘一郎

リスクと経営学 （リスク社
会科学の古典から）

北野晴人（情報セキュリ
ティ大学院大学）

澤田　栄治　（三井物産セ
キュアディレクション）

清水　惠子　（公認会計
士）

堀越　繁明　　（みずほ証
券）

大月　優輔　　（電気通信
大学大学院）

 Kunal Bhatnagar　(Protiviti)

15:15～15:25

(Track D) (Track E) (Track F) 自由論題 学生セッション

環境マネジメント 関西支部 個人情報の保護

司会：岡田　政紀 司会：森田 成行 司会：力　利則 司会：千葉　寛之 司会：吉浦 裕 司会：岡安 邦男

財務情報と非財務情報を
統合する統合報告の諸課
題

制御システムにおける企
業の経営リスク対策
―サイバー攻撃から企業
を守る―

教育委員会による調査と
教員の個人情報

標的型攻撃対策における
セキュリティマネジメントの
考え方に関する考察

共通番号制度における証
拠保全システムの提案と
評価

 The coming revolution in

 corporate governance and

 director professionalism

湯田　雅夫　（獨協大学）
竹上端一　（日本コンベ
ア）、　名和利男　（サイ
バーディフェンス研究所）

星野 豊　　（筑波大学）
村山　厚　（情報セキュリ
ティ大学院大学）

小林　直樹　　（東京電機
大学大学院）

Nicholas Benes (BOTI)

頻発する化学プラントの爆
発事故原因と再発防止に
向けて

クラウドサービスの情報セ
キュリティ開示についての
分析

東日本大震災の被災地で
見いだされた個人情報マ
ネジメントの課題

ビジネス連携機能を備え
た企業内CSIRT機能の設
計と構築

銀行における安全文化の
醸成についての考察

 Social Media and Elections:

 What Can We Learn from

 Countries Worldwide about

 Privacy and Security Issues?

大内　功　（グリーン＆セ-
フティ鎌倉事務所）

今井　和人　（工学院大学
大学院）

浜田 良樹　（東北大学大
学院）

杉浦　昌　　（日本電気）
持田　恭子　　（情報セ
キュリティ大学院大学）

Prof. Pauline C. Reich (WASEDA

UNIV.)

16:40～16:50

(Track G) (Track H) (Track I) 自由論題 学生セッション

危機管理 ITリスク学 コーポレート・ガバナンス

司会：文倉　斉 司会：矢島 敬士 司会：三品　利郎 司会：手塚 悟 司会：湯淺　墾道 司会：Andrew Jones

日本の使用済核燃料再処
理事業へのリスクに関す
る一考察

ITシステムのリスクマネジ
メントとITリスク学研究の
動向

情報セキュリティ人材の
キャリア形成とITリスクに
対するスキルの育成

生体認証における生体情
報とプライバシー保護

情報セキュリティ会計の企
業モデル化による検討 Current Topic

石山　裕　(オオコシセキュ
リティコンサルタンツ）

千葉　寛之　（日立製作
所）

花田　経子　（新島学園短
期大学）

久山　真宏　（岡山理科大
学）

川邊　敏和　（工学院大学
大学院）

Round table

パテント・マネタイズによる
特許に関わる環境変化

社会的合意形成支援シス
テムSocial-MRCの拡張と
100人規模の実験への適
用

「クラウド・コンピューティン
グのためのCOSO-ERM」
の紹介

ゲームソフトのレーティング
制度における特徴と問題
点

日本における環境会計ガ
イドラインの変遷と環境リ
スクへの企業の対応

Round table

大谷　治之　（伊藤忠テク
ノソリューションズ）

安藤　駿　　（東京電機大
学）

村田　一　（ジャステック）
小出 篤史　（新潟経営大
学）、星野 豊　　（筑波大
学）

汪　浩　（獨協大学大学
院）

14:00～

　　　14:35

14:40～

　　　15:15

17:30～

　　　18:05

英語セッション
Round table

小　休　憩　10　分

16:05～

　　　16:40

小　休　憩　10　分

15:25～

　　　16:00

英語セッション

　　　　　受付開始（１号館１階）

9:45～

　　　9:50

　　　　　開催校挨拶

クラウド環境でのIT統制の
実現

情報セキュリティ会計と管
理会計

合併時システム統合にお
ける「コンティンジェンシー
計画」策定事例の報告

未知マルウェア検知のた
めのペイロード特徴量の有
効性評価

 Bring your own devise(BYOD),

 ketsteps for effective program

13:00～

　　　13:50

　　　　　２０１３年度　　　　会員総会

9:50～

　　　10:00

　　　　　会長挨拶

　　　　　　佐々木良一　会長

　　　　　懇親会 （３号館２階食堂）
18:15～

　　　20:15

16:50～

　　　17:25

11:50～

　　　13:00

小　休　憩　10　分

　　　　　休　憩　（昼　食） 12:00～12:50 　　　　　理事会 （１２０６室）

10:00～

　　　10:50

11:00～

　　　11:50

　　　　　特別講演

　　　　　　土屋大洋氏(慶應義塾大学大学院教授) 『サイバーセキュリティの国際政治』

　　　　　　山碕良志氏（総務省情報流通行政局） 『激化するサイバー攻撃と産学官連携－国の政策動向とJSSMへの期待－』

　　　　　基調講演

　　　　　　佐々木良一　大会実行委員長

 

 

 

 

  

日本セキュリティ・マネジメント学会 第２７回全国大会プログラム 
＜統一テーマ＞ 「サイバー攻撃激化時代のセキュリティマネジメント」 

※３１０分（最大）の継続専門教育（ＣＰＥ）受講証明書を発行します。 



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      飯塚 久夫  (東京工業大学） 
          大木 榮二郎 (工学院大学） 
          萩原 栄幸  (萩原情報セキュリティコンサルティング) 
プログラム委員長  橘高 弘武  (アークン） 
  〃 副委員長  湯田 雅夫  (獨協大学） 
自由論題セッション 千葉 寛之  (ITリスク学研究会） 
英語セッション   岡安 邦男  (CTC） 
学生セッション   吉浦 裕   (電気通信大学） 
 
委員
淺井 達雄  (中京学院大学） 
板津 守昭  (東京電機大学） 
大内 功   (JSSM 理事） 
川口 元   (キヤノンマーケティングジャパン） 
北野 晴人  (セキュリティ法と経営研究会） 
小林 健   (OSK) 
佐々木 健美 (情報セキュリティコンサルタント) 
澤田 栄浩  (三井物産セキュアディレクション) 
清水 惠子  (公認会計士) 
長尾 慎一郎 (新日本監査法人) 
西垣 正勝  (静岡大学) 

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) 
藤本 正代 (富士ゼロックス） 
三品 利郎 (JSSM コーポレート・ガバナンス研究会) 
村田 一  (ジャステック) 
山本 明知 (日本内部監査協会） 
湯淺 墾道 (情報セキュリティ大学院大学) 
湯川 高志 (長岡技術科学大学) 
今市 紳一 (JSSM事務局） 

 
 

会場へのご案内 

東京電機大学 千住キャンパス 1号館 (Tokyo Denki University Kitasenjyu campus, Building #1) 

http://web.dendai.ac.jp/access/tokyosenju.html の案内図を一部加工のうえ転載 

 

 

 

※北千住駅(JR常磐線、つくばエクスプレス、東武伊勢崎線、 

東京メトロ千代田線・日比谷線) 東口(電大口)を出てすぐ。 

※会場の１号館に入って、エスカレータで２Ｆに昇った丹羽(にわ) 

ホール前で受付をおこないます。 

※会場に、ペットボトル等の密閉できる容器以外の飲物、その他の 

食べ物を持ち込むことはできません。 

(東京都足立区千住旭町５) 

至 越谷・春日部 


