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第３４回全国大会のご案内 
 

 

統一テーマ 
 

「倫理・技術・法制度・経営を再構成する 

社会基盤としてのセキュリティ・マネジメント」 

 

基調講演： 湯淺 墾道 氏 （明治大学公共政策大学院 ガバナンス研究科 教授） 

「個人情報保護法改正の経緯と我が国の個人情報保護法制のゆくえ」 

 
 特別講演： 盛合 志帆 氏 （情報通信研究機構（NICT）サイバーセキュリティ研究所長） 

「我が国のサイバーセキュリティ強化に向けた NICTでの取組み」 
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一般社団法人東京都中小企業診断士協会（Tokyo-SMECA）、 

    （順不同、一部予定） 
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ＪＳＳＭ第３４回全国大会開催にあたって 
 

日本セキュリティ・マネジメント学会 名誉会長 

大会実行委員長 

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延期しておりました第 34回全国大会をオンライ

ンにて開催することとなりました。今回の統一テーマは「倫理・技術・法制度・経営を再構成する社会基盤

としてのセキュリティ・マネジメント」です。 

本大会の基調講演では、明治大学公共政策大学院 ガバナンス研究科 教授 湯淺墾道氏よりご講演を頂きま

す。 特別講演では、情報通信研究機構（NICT）サイバーセキュリティ研究所長 盛合志帆氏よりご講演を

頂きます。 

研究発表につきましては、研究会による発表を軸に、自由論題枠、学生セッション枠を設定し、14件の発

表を予定しています。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魁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/ 

 

●参加申込期間： 2021年 9月 21日～2021年 10月 16日 

 

●参加費： JSSM会員(3,000円)、非会員(5,000円)  マイページからのお申込み・お支払い 

 

※ 非会員の方でも、この機会にぜひ JSSMにご入会ください。申込と同時にご入会いただいた方は会員価格

でお申込みができます。詳しくは、別紙１「⾮会員の⽅が学会に⼊会して申込する場合のマイページの操作

⼿順」をご参照ください。 

※ 賛助会員の方で、マイページからのお支払いに不都合のある場合は、学会事務局までご連絡下さい。 

※ お支払いいただいた参加費は、理由の如何を問わず返却いたしません。 

 

 

●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及び参加費のお支払いをお願いいたし

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。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、参加登録及び参加費のお

支払いをお願いします。 

＜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、【正会員・学生会員・非会員用】第 34 回全国大会を選

択し、参加登録する。 

④ 利用規約に同意の上、支払画面に進み、支払方法を選択して、支払いを完了する。 

⑤ 申込み状況の確認は、「メニュー」の「イベント情報」→「イベント申込状況照会」と進んで内

容を表示させて下さい。現在のお支払い状況を確認できます。 
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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、【賛助会員用】第 34 回全国大会を選択し、参加登録す

る。 

④ 賛助会員の場合には５名まで会員価格で参加申込ができます。 

賛助会員 1人目用～賛助会員 5人目用のボタンからそれぞれ登録をお願いします。 

  （お申込後、事務局より参加者の確認のメールをお送りします。） 

 

【注意】会員・賛助会員の方は、年会費のお支払いを済ませてから参加料のお払いをお願いします。 

会員・賛助会員の皆様の参加費は会員価格となりますが、当年度（2021年度）の年会費が未納の場

合には、参加費として会員価格が適用されずに、一般価格が適用になります。必ず、年会費のお支払

いを済ませてから、全国大会の参加費をお支払いください。 

 

(2) 非会員の方で学会に入会して申込される方 

「別紙１：非会員の方が学会に入会して申込する場合のマイページの操作手順」を参照してください。 

(3) 非会員のまま申込される方 

「別紙２：非会員のまま申込する場合のマイページの操作手順」を参照してください。 

 

【領収書について】 

  クレジット決済の場合の領収書は、「メニュー」の「各種支払い」→「支払い状況確認」と進むと、領

収書ボタンが表示されます。システム仕様により、表示金額は 参加費用（税抜）＋手数料（税込）の

表示となっております。コンビニ決済時は、お支払い際の手続き控えになります。 

  会社・大学等経理上の手続きで学会発行の領収書が必要な場合は、学会事務局までご連絡下さい。 

 

●予稿集 

予稿集は、学会 Web サイトからダウンロードする形態といたします。ダウンロード方法につきましては、

別途ご連絡します。 

 

●オンライン会議システムのアクセス方法 

オンライン会議システムのアクセス方法につきましては、別途ご連絡します。 

 

●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、全国大会を運営する目的に使います。 

2. 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。 

 

●問合せ先 

 メール： jssm2021info[at]jssm.net  ※[at]は@に変更してください。 
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大会実行委員会  

委員長 辻井 重男 （中央大学研究開発機構） 

副委員長 高橋 正和 （Preferred Networks） 

事務長 藤田 亮 （中央大学研究開発機構） 

プログラム委員長 織茂 昌之 （日本セキュリティ・マネジメント学会執行理事） 

自由論題 藤田 亮 （中央大学研究開発機構） 

学生セッション 甲斐 賢 （日立製作所） 

 

 

委員（順不同） 

朝倉 律充 （小林製薬）    清野 裕司 （きよの社会保険労務士事務所） 

石田 茂  （ENNA）    椎原 正次 （大阪工業大学） 

大内 功  （グリーン＆セーフティ鎌倉）  清水 惠子 （清水公認会計士事務所） 

岡田 政紀 （グッドバンカー）   千葉 寛之 （日立製作所） 

加藤 美治 （Creative Japan）   西垣 正勝 （静岡大学） 

金子 啓子 （大阪経済大学）   橋本 純生 （アイ・ヒューマンサーチ） 

川口 元  （キヤノンビジネスサポート）  浜谷 卓美 （ロココ） 

大鐘 博子 （日本セキュリティ・マネジメント学会代議員） 

昆 資之  （三菱電機インフォメーションネットワーク） 
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★午前の部

9:30～

9:45～9:50

9:50～10:00

10:50～11:00

11:50～13:00

★午後の部

会場 A会場 B会場 C会場

個人情報の保護／学生セッション
司会：（依頼中）

IT統制／先端技術・情報犯罪とセキュリティ
司会：萩原　栄幸

関西支部
司会：椎原　正次

（仮題）見守り社会に向けた個人情報保
護の取組みのその後

（仮題）社会基盤を支える暗号ハードウェ
ア実装 — 安全安心なIoTを実現するセ
キュリティ技術—

建設現場のセキュリティ

力　利則（未来工学研究所）、昆　資之、
南　圭次（JSSM個人情報の保護研究
会）、藤田　亮（中央大学研究開発機構）

藤田　亮（中央大学研究開発機構） 竹上　端一（株式会社デーシーイー）

データ利活用推進にあたってのデザイン
の有効性およびプライバシーリスクの整
理

新型コロナ対応アプリのリスクと効果
～分散と集中のジレンマ～

中小モノづくり企業における生産性向上
とIoTの活用に関する考察

鈴木　智之（情報セキュリティ大学院大
学）

橋本　純生（株式会社アイ・ヒューマン
サーチ）

皆川　健多郎（大阪工業大学）

14:15～14:25

会場 A会場 B会場 C会場

ITリスク学
司会：千葉　寛之

情報セキュリティ会計
司会：（依頼中）

自由論題
司会：藤田　亮

（仮題）IoTのセキュリティ及び信頼の確保
に係る各国の取組みと課題

サイバーリスク統合モデルの検討 技術と法･規範の相互作用

木下　翔太郎（株式会社日立コンサル
ティング）

菊地　正人（情報セキュリティ大学院大
学）

金子　啓子（個人　 [大阪経済大学勤務]
）

（仮題）中小企業向けサイバーお助け隊
活動の実施報告

デジタル経営を阻むリスク認識と認知バ
イアス

情報セキュリティマネジメントシステムに
ついての一考察 ～業務経験を踏まえて
～

土井　剛（MS&ADインターリスク総研株式
会社）

大木　榮二郎（工学院大学名誉教授） 織茂　昌之（個人　 [日本セキュリティ・マ
ネジメント学会執行理事]　）

15:40～15:50

会場 A会場 B会場 C会場

環境マネジメント
司会：大内　功

セキュリティ法と経営
司会：金子　啓子

企業不祥事続発に関する環境リスクマネ
ジメント

（仮題）社会人向け法教育実践に関する
一考察

三吉　正芳（サイバー大学） 中村　伊知郎（東京工科大学）

16:25～16:35

16:35～17:50

日本セキュリティ・マネジメント学会　第34回全国大会プログラム（2021.9.18版）
＜統一テーマ＞「倫理・技術・法制度・経営を再構成する社会基盤としてのセキュリティ・マネジメント」

開場

10:00～10:50
        基調講演
　　　　　湯淺 墾道 氏（明治大学公共政策大学院 ガバナンス研究科 教授）
　　　　　　「個人情報保護法改正の経緯と我が国の個人情報保護法制のゆくえ」

※２７５分（最大）の継続専門教育（ＣＰＥ）受講証明書を発行します。

        開催者挨拶
　　　　　辻井　重男　大会実行委員長

        会長挨拶
　　　　　松浦　幹太　会長

13:00～13:35

     休  憩(10分）

13:40～14:15

     休  憩（10分）

        特別講演
　　　　　盛合 志帆 氏（情報通信研究機構（NICT） サイバーセキュリティ研究所長）
　　　　　　　「我が国のサイバーセキュリティ強化に向けたNICTでの取組み」

     休  憩(昼食）

11:00～11:50

オンライン懇親会

14:25～15:00

15:05～15:40

     休  憩（10分）

15:50～16:25

     休  憩（１０分）
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別紙１：非会員の方が学会に入会して申込する場合のマイページの操作手順 
 

（1）ログイン IDとパスワードの入手 
① マイページのログイン画面 から「新規ユーザ登録」をクリックする 

 https://c2.members-support.jp/jssm/ 

② 「利用規約、プライバシー規約の内容に同意する」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「学会加入希望者」を選択する 

④ 利用区分に「イベントに参加する」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 

※事務局での会員種別変更に 1日～2日かかります。事務局からの作業完了メールをお待ち下さい。 

 

 
 

 

 

 

 

 

（2） 会費支払いとイベント申込み 
① https://c2.members-support.jp/jssm/ の URLをクリックする  

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 メニューから「会費支払い」を選んで、「入会金＋年会費」のお支払手続きを行う 

 

正会員登録後、更にイベント申込みを行う 

④ メニューから「イベント情報」「イベント申込」から、【正会員・学生会員・非会員用】第 34回全

国大会を選択し、参加登録する。 

⑤ 利用規約に同意の上、支払画面に進み、支払方法を選択して、支払いを完了する 

⑥ 申込み状況の確認は、「メニュー」の「イベント情報」→「イベント申込状況照会」と進んで内容を

表示させて下さい。現在のお支払い状況を確認できます。 

※会費と全国大会の支払は、それぞれ別々に行う必要がありますこと、ご容赦ください。 

 

利用規約の確認

•利用規約等の確

認

•同意ボタンをク

リック

ユーザー情報の入力

•ユーザ区分の選

択

•利用区分の選択

•ユーザ情報の入

力

入力内容の確認

•確認ボタン

をクリック

仮登録完了確

認メール送信

•仮登録完了確

認メールを開

いて、リンク

先をクリック

確認完了

ユーザー登録

完了
•ユーザー登録

完了後、ログ

イン画面から

ID/パスワー

ドでログイン

する

事務局にて会員種別（正会員 2021年度分）を登録。 

この作業に 1～2日程度かかるため、完了後、事務局か

ら「作業完了のお知らせ」をメールで送信します。 

マイページにログイン 

・ メニューの会費支払 

から、正会員の場合 

は、入会金＋年会費 

の 10,000 円を支払い 

イベント申込 

・ イベント申込から全 

国大会を選択して、 

会員価格 3000 円で 

申込。 

参加料の支払 

・ クレジットカード、 

コンビニ払い、 

ペイジー、 PayPal 

で支払い 
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別紙２：非会員のまま申込する場合のマイページの操作手順 
 

（1）ログイン IDとパスワードの入手 
① マイページのログイン画面 から「新規ユーザ登録」をクリックする 

 https://c2.members-support.jp/jssm/ 

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 

 

 
 

（2）イベント申込 
① https://c2.members-support.jp/jssm/Entrys/searchのURLをクリック 

② ログイン画面が表示される→IDとパスワードを入力 

③ メニューから「イベント情報」「イベント申込」から、【正会員・学生会員・非会員用】第 34回全

国大会を選択し、参加登録する 

④ 利用規約に同意の上、支払画面に進み、支払方法を選択して、支払いを完了する 

⑤ 申込み状況の確認は、「メニュー」の「イベント情報」→「イベント申込状況照会」と進んで内容を

表示させて下さい。現在のお支払い状況を確認できます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

利用規約の確

認

•利用規約等の

確認

•同意ボタンを

クリック

ユーザー情報の

入力

•ユーザ区分の選

択

•利用区分の選択

•ユーザ情報の入

力

入力内容の確

認

•確認ボタンを

クリック

仮登録完了確

認メール送信

•仮登録完了確

認メールを開

いて、リンク

先をクリック

確認完了

ユーザー登録

完了

•ユーザー登録

完了後、ログ

イン画面から

ID/パスワー

ドでログイン

する

マイページに 

ログイン 

・ 会員状況は 

「非会員 」 

イベント申込 

・ 一般価格 で 

参加登録 

参加料の支払 

・ クレジット 

カード、コン 
ビニ払い、 
ペイジー、 

PayPal で支払 
い 

（5000 円） 


