日本セキュリティ・マネジメント学会

オンライン大会 2020 のご案内
テーマ
「コロナ衝撃後のセキュリティ・マネジメント
― プライバシーとセキュリティの相克を超えて ―」

基調講演： 田原 康生 氏 （総務省 サイバーセキュリティ統括官）
「総務省のサイバーセキュリティ政策について」
特別講演： 遠藤 信博 氏

（NEC 会長、経団連 審議員会副議長）

「サイバー空間を人間社会への高い価値創造の場に！
～After COVID-19, New Normal に向けて～」

2020 年 10 月 17 日（土）
オンライン開催

9 時 40 分～17 時 10 分

日
会

時
場

主
後

催 一般社団法人 日本セキュリティ・マネジメント学会
援 情報ネットワーク法学会、システム監査学会（JSSA）、

(ISC)2（アイエスシー・スクエア）
、
特定非営利活動法人日本システム監査人協会（SAAJ）
、
特定非営利活動法人日本セキュリティ監査協会（JASA）
、
特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会（ITCA）
、
ISACA 東京支部・大阪支部、
日本 IT ガバナンス協会（ITGI Japan）
、
特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）
、
日本内部監査協会（IIAJ）
、
一般社団法人日本クラウドセキュリティアライアンス（CSA ジャパン）
、
一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）
、
一般社団法人日本スマートフォンセキュリティ協会（JSSEC）
、
一般社団法人東京都中小企業診断士協会（Tokyo-SMECA）
、
一般社団法人セキュア IoT プラットフォーム協議会、
（順不同、一部予定）
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オンライン大会２０２０開催にあたって
日本セキュリティ・マネジメント学会 名誉会長
オンライン大会 2020 実行委員長
辻井 重男
新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大防止のため、本年 6 月に開催を予定していた第 34 回全国大
会は 2021 年開催に延期致しました。今年は、開催形態を変更し、第 34 回全国大会のプレイベントとしてオ
ンライン大会 2020 を実施することといたしました。創立 34 年目を迎えた本学会における初めてのオンライ
ン開催のイベントです。
本大会のテーマは、
「コロナ衝撃後のセキュリティ・マネジメント～プライバシーとセキュリティの相克を
超えて～」です。新型コロナウイルスの世界的大流行の中で、感染予防と社会経済活動とを両立する「新しい
生活様式」が求められています。様々な分野でこれまでの価値観とは異なるニューノーマルとしての新たな価
値創造が試行されています。
基調講演では、総務省 サイバーセキュリティ統括官 田原康生 様に総務省のサイバーセキュリティ政策に
ついての講演をお願いいたしました。また、特別講演では、NEC 会長 経団連 審議員会副議長 遠藤信博 様
から「サイバー空間を人間社会への高い価値創造の場に！～After COVID-19, New Normal に向けて～」と
題して講演いただきます。遠藤様は、9 月 1 日の Japan Security Summit 2020 にてご講演されていらっしゃ
いますが、一度では整理出来ない程の深みのある素晴らしい内容で、なるべく広い分野の多くの人に聴いて貰
いたいお話であり、かつ、9 月 1 日には、JSSM の学会会員は殆ど居ませんでしたので、今回の特別講演で同
様の内容でお話しいただくことにしました。
研究発表につきましては、JSSM 各研究会代表による発表と討議、自由論題セッションおよびパネル討論が
予定されています。ご報告される会員各位にお礼を申し上げますとともに、皆様方の質疑、討論への積極的な
ご参加をお願いいたします。
本大会は、これまで学会を支えてこられた多くの先人のさまざまな努力や研究、業績を礎に、新しい時代に
新たな学術的地平を拓く大会となることを願っております。多くの会員・関係者のご参加を心よりお待ち申し
上げます。

●Web サイト：http://www.jssm.net/
●参加費：

無料

●参加申込期間：2020 年 9 月 22 日～2020 年 10 月 14 日
●参加申込の方法
JSSM 会員及び非会員ともに、マイページにログインして参加申込をお願いいたします。非会員の方は、
「新
規ユーザ登録」からログイン ID とパスワードを入手し、その ID とパスワードでマイページにログインして
下さい。なお、会員と非会員では操作手順が異なります。詳細は以下を参照して下さい。
(1) 会員の方
〇正会員又は学生会員の方
正会員又は学生会員の場合には、以下のマイページの操作手順に従って、参加登録をお願いします。
＜マイページの操作手順＞
① URL をクリックする https://c2.members-support.jp/jssm/Entrys/search
② 続いて、ログイン画面が表示されるので、ログイン ID とパスワードを入力する。
③ イベントの登録画面が表示されるので、オンライン大会 2020 を選択し、参加登録する。
④ 登録完了後、事務局よりマイページ登録アドレスへメールにてウェビナーURL を送付する。
（2 日前までに URL が送付されない場合、事務局へ連絡をお願いします）
申込の状況は、マイページ→イベント情報→イベント申込状況照会画面で「申込完了」を確認し
て下さい。
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〇賛助会員の方
賛助会員の場合には、以下のマイページの操作手順に従って、参加登録をお願いします。
＜マイページの操作手順＞
① URL をクリックする https://c2.members-support.jp/jssm/Entrys/search
② 続いて、ログイン画面が表示されるので、ログイン ID とパスワードを入力する。
③ イベントの登録画面が表示されるので、オンライン大会 2020 を選択し、参加登録する。
④ 2 人目以降登録する場合は、お手数をおかけいたしますが非会員の方のオンライン大会参加手
順から個別申込をお願いいたします。詳細は別紙を参照願います。
⑤ 登録完了後、事務局よりマイページ登録アドレスへメールにてウェビナーURL を送付する。
（2 日前までに URL が送付されない場合、事務局へ連絡をお願いします）
申込の状況は、マイページ→イベント情報→イベント申込状況照会画面で「申込完了」を確認し
て下さい。
(2) 非会員の方（賛助会員 2 人目以降の方）
マイページからまずログイン ID とパスワードの入手を行ってから、イベント申込、という手順になり
ます。詳細は、別紙を参照願います。
●予稿集
Web サイトから PDF でダウンロードいただきます。参加申込者に追って連絡します。
●プライバシーポリシー
1. 収集するメールアドレスなどの個人情報は、オンライン大会 2020 を運営する目的に使います。
2. オンライン大会 2020 は録画し、大会の記録および本学会会員への配信を目的に使います。
3. 個人情報は漏えいしないように保管し、大会終了後に不要な情報を破棄します。
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大会実行委員会
委員長
副委員長
事務長
事務長補佐

辻井
高橋
藤田
石田

重男
正和
亮
茂

（中央大学研究開発機構）
（Preferred Networks）
（中央大学研究開発機構）
（ENNA）

委員（順不同）
相羽 律子 （日立製作所）
大内 功
（グリーン＆セーフティ鎌倉）
大鐘 博子 （グローバルセキュリティエキスパート）
大木 榮二郎（工学院大学）
岡田 政紀 （グッドバンカー）
岡田 太
（日本大学）
織茂 昌之 （筑波大学）
甲斐 賢
（日立製作所）
加藤 美治 （Creative Japan）
川口 元
（キヤノンビジネスサポート）
橘高 弘武 （JOA-HD）
小屋 晋吾 （ニュートラル）
昆 資之
（三菱電機インフォメーションネットワーク）
椎原 正次 （大阪工業大学）
清水 惠子 （清水公認会計士事務所）
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力 利則
（未来工学研究所）
千葉 寛之 （日立製作所）
長尾 慎一郎（長尾公認会計士事務所）
西垣 正勝 （静岡大学）
萩原 栄幸 （萩原 IT コンサルティング）
橋本 純生 （アイヒューマンサーチ）
浜谷 卓美 （ロココ）
藤川 真樹 （工学院大学）
藤本 正代 （情報セキュリティ大学院大学）
朴 美娘
（神奈川工科大学）
間形 文彦 （日本電信電話）
松浦 幹太 （東京大学）
三品 利郎 （日本セキュリティ・マネジメント学会）
村山 優子 （津田塾大学）

2020年10月5日現在

日本セキュリティ・マネジメント学会 オンライン大会2020プログラム
＜テ ーマ＞ 「 コロナ衝撃後のセキュ リ テ ィ・ マネジ メント ― プライバシ ーとセキュ リ テ ィの相克を超えて ― 」

9:40～9:50

開催者挨拶
辻井 重男 大会実行委員長（中央大学研究開発機構）

9:50～10:00

会長挨拶
大木 榮二郎 会長（工学院大学名誉教授）

10:00～11:40

研究会セッション
司会： 村山 優子 研究統括者（津田塾大学）
報告者：個人情報の保護研究会、先端技術・情報犯罪とセキュリティ研究会、
環境マネジメント研究会、関西支部研究会、セキュリティ法と経営研究会
IT統制研究会、ITリスク学研究会、情報セキュリティ会計研究会
休 憩(10分）

11:40～11:50

自由論題セッション・研究会個別報告セッション

11:50～12:00

地方自治体におけるサイバーセキュリティの意識に関する研究
高岡 隆守（情報セキュリティ大学院大学）

12:05～12:15

新型コロナ対応アプリの現状と課題
～ハーシースのココアはGotoトラブル；からGoto良い；となるか
橋本 純生（先端技術・情報犯罪とセキュリティ研究会）
休 憩(昼食）

12:15～13:30

13:30～14:20

基調講演
田原 康生 氏（総務省 サイバーセキュリティ統括官）
「総務省のサイバーセキュリティ政策について」
休 憩(10分）

14:20～14:30

14:30～15:20

特別講演
遠藤 信博 氏（NEC 会長／経団連 審議員会副議長）
「サイバー空間を人間社会への高い価値創造の場に！
～After COVID-19, New Normalに向けて～」

15:20～15:30

休 憩(10分）

15:30～17:00

パネル討論 「テレワーク環境に対するセキュリティ・マネジメント」
モデレータ： 高橋 正和 実行委員会副委員長／企画部会長（（株）Preferred Networks）
パネラー： 前田 典彦 氏 JNSA調査研究部会長（（株）FFRIセキュリティ）
間形 文彦 総務部会長（日本電信電話（株））
萩原 栄幸 先端技術・情報犯罪とセキュリティ研究会主査（萩原ITコンサルティング）

17:00～17:10

閉会挨拶
松浦 幹太 副会長（東京大学）
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別紙：非会員のまま申込する場合のマイページの操作手順（賛助会員 2 人目以降の申込を含む）
（1）ログイン ID とパスワードの入手
① マイページの新規ユーザ登録ボタンをクリックする
② 「利用規約等に同意する」を選択してクリック
③ ユーザ情報の登録画面が表示される→ユーザ区分に「イベント参加者（加入は希望しない） 」を選
択する
④ 利用区分に「登録情報（ID/パスワード含）をイベント終了後も保持する」又は「登録情報（ID/パス
ワード含）をイベント終了後に削除する」を選択する
⑤ その他のユーザ情報を登録（＊の必須項目についてはすべて入力する必要がある）
⑥ ユーザ情報の登録を完了する→登録ボタンをクリックする
⑦ ユーザ情報の確認画面が表示される→「完了」ボタンをクリックする
⑧ 登録したメールアドレスに仮登録完了確認メールが送信される
⑨ 仮登録完了確認メールを開いて、確認用のリンク先をクリックする→仮登録完了
⑩ ID とパスワードをメモする

利用規約の確

ユーザー情報の

入力内容の確

仮登録完了確

確認完了

認

入力

認

認メール送信

ユーザー登録
完了

•利用規約等の
確認

•同意ボタンを
クリック

•ユーザ区分の選
択

•確認ボタンを
クリック

•利用区分の選択

•ユーザ情報の入
力

•仮登録完了確

•ユーザー登録

認メールを開
いて、リンク
先をクリック

完了後、ログ
イン画面から
ID/パスワー

ドでログイン
する

（2）イベント申込
①
②
③
④
⑤

https://c2.members-support.jp/jssm/Entrys/search の URL をクリック
ログイン画面が表示される→ID とパスワードを入力
イベントの登録画面が表示される→イベントを選択し、申込を行う
イベントの参加登録が完了する
登録完了後、事務局よりマイページ登録アドレスへメールにてウェビナーURL を送付する
（2 日前までに URL が送付されない場合、事務局へ連絡をお願いします）
申込の状況は、マイページ→イベント情報→イベント申込状況照会画面で「申込完了」を確認して
下さい。
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