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日時：２００４年１０月２２日（金） 

 

場所：機械振興会館ホール 
 

 

 

主催：      システム監査学会 

 
後  援： 財団法人 日本情報処理開発協会 

 特定非営利活動法人 日本システム監査人協会 

 情報システム・コントロール協会 東京支部 

 情報システム・コントロール協会 名古屋支部 

 情報システム・コントロール協会 大阪支部 

  特定非営利活動法人 日本セキュリティ監査協会 



システム監査学会 第１７回公開シンポジウム 

統一論題： 

「ユビキタス社会におけるコントロールと文化基盤の考察」 

 

【開催趣旨】 

 ２１世紀はユビキタス社会といわれ、社会のいたるところにコンピュータが存在し、いつでも、どこでも、誰とでも、情報

ネットワークを介して、蓄積されたさまざまな情報を参照しながら、社会を強力に支援する情報環境が整い、利便になり

つつあります。 

その反面、最近個人情報漏洩事故が多発し、社会問題となっています。このため、個人情報保護法の施行（平成１７

年４月１日）に向け、経済産業省の「個人情報保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」を

始めとして関係省庁・組織等で個人情報保護に関するガイドラインが策定され、発表されています。 

このような社会環境において、個人情報保護、情報セキュリティ、システム監査などのコントロール（統制）が、非常に

重要になっています。今回の公開シンポジウムは、コントロールを遵守する土壌をいかに創生するかの議論を深め、ど

のように展開を図ればよいかを考察します。 

本学会会員ならびにシステム監査、情報セキュリティなどに携わっている関係各方面の方々、興味をお持ちの方々

の多数のご参加をお待ちいたします。 

 

【プログラム】 

 （司会 黒澤 兵夫 大会実行委員会 委員長） 

10：00～10：05 開会挨拶   システム監査学会 会長  鳥居 壮行 

10：05～11：05 
基調講演「個人情報保護とその管理」 

弁護士／個人情報保護専門監査人 稲垣 隆一

11：05～11：50 
発表１ 「ＦＩＳＣ情報漏洩に関する安全対策」 

金融情報システムセンター 郡山  信

11：50～13：00 昼 休 み 

13：00～13：45 
発表２ 「システム監査とＩＴガバナンス」 

日本大学  堀江 正之 

13：45～14：30 

発表３ 「情報セキュリティ教育の普及・展開に向けて 

 －情報セキュリティ教育カリキュラム（モデル）解説の効果的な活用法－」 

情報セキュリティ研究プロジェクト  櫻井 由美子

14：30～15：15 
発表４ 「日本生命保険相互会社におけるシステム監査事例」 

日本生命保険相互会社 片岡  学

15：15～15：30 休  憩 

15：30～16：55 

統一論題パネルディスカッション「ユビキタス社会におけるコントロールと文化基盤の考察」

コーディネータ 稲垣 隆一 （弁護士／個人情報保護専門監査人） 

パネリスト  郡山  信 （金融情報システムセンター） 

 堀江 正之 （日本大学） 

 櫻井 由美子 （情報セキュリティ研究プロジェクト） 

 片岡  学 （日本生命保険相互会社） 

16：55～17：00 閉会挨拶  大会実行委員長  黒澤 兵夫 

 都合により、発表内容等が変更されることがありますが、ご了承下さい。 

 発表要旨は別途システム監査学会ホームページで紹介いたします。（http://www.sysaudit.gr.jp） 

 



＜開催要領＞ 

【日 時】 ２００４年１０月２２日（金）  

【場 所】 機械振興会館ホール（地下２階） 

        （東京都港区芝公園３－５－８ （ＴＥＬ：０３－３４３４－８２１１（代））） 

【定 員】 １５０名 

【参加費】 会 員 ３，０００円（注）／非会員 ６，０００円 

 注１）会員とは、システム監査学会の正／学生／賛助会員および、下記後援団体の会員をいいます。 

（学会 賛助会員のリストは学会ホームページに掲載しています） 

  注２）会員の当日現金支払は４，０００円となります。 

【申込方法】 学会 HPからお申し込みできます。 

 または、パンフレットに必要事項を記入の上、ファックスまたは郵送でお申し込み下さい。 

【参加費納入】 参加費は銀行振込または郵便為替でお支払い下さい。 

＜振込先＞ 

 ・みずほ銀行 神谷町駅前支店（０５８） 普通 １１４０５４１ システム監査学会 

   または 

 ・郵便振替 ００１２０-１-２５４８３９  システム監査学会 

      ＊いずれも振込手数料はご負担下さい。

  なお、請求書をご希望の場合は、申込書の備考欄をチェックして下さい。申込受付後、請求書を発行いた

します。 

  会費納入後にキャンセルされた場合の会費返金はいたしませんので、ご了承下さい。 

  参加証は発行いたしません。 

【主催・問合先】 システム監査学会 

（事務局）〒１０５－００１１ 東京都港区芝公園３－５－８ 

TEL：０３－３４３２－３１６６／ＦＡＸ：０３－３４３２－９４１９ 

URL：http://www.sysaudit.gr.jp/

【後援団体】 財団法人日本情報処理開発協会（JIPDEC） 

 NPO 法人日本システム監査人協会（SAAJ） 

 情報システム・コントロール協会（ISACA） 東京支部／名古屋支部／大阪支部 

 NPO 法人日本セキュリティ監査協会（JASA） 

 

【大会実行委員会】 

委員長 黒澤 兵夫 （日本電気） 

副委員長 櫻井由美子 （EyeBｅyond） 

委 員 加藤 武信 （城西大学） 

 片岡   学 （日本生命保険） 

 加藤 武信 （城西大学） 

 国武   洋 （NEC ソフト） 

 遠山   曉 （中央大学） 

 鳥居 壮行 （駿河台大学） 

 野々山 隆幸 （横浜市立大学） 

 古郡 延子 （アイネス） 

 山本   孟 （日本情報通信） 

 芳仲   宏 （ＣＲＣソリューションズ） 

http://www.sysaudit.gr.jp/


システム監査学会 事務局  行 

FAX：０３－３４３２－９４１９ 

 

システム監査学会 第１７回公開シンポジウム 

参 加 申 込 書 

 

氏  名 

（会員番号）
所  属／役  職 

所属団体 

（チェックして下さい） 

 

（       ）
 

学会☐正会員 ☐学生会員 ☐賛助会員

☐JIPDEC ☐SAAJ ☐ISACA ☐JASA 

☐非会員 

 

（       ）
 

学会☐正会員 ☐学生会員 ☐賛助会員

☐JIPDEC ☐SAAJ ☐ISACA ☐JASA 

☐非会員 

 

（       ）
 

学会☐正会員 ☐学生会員 ☐賛助会員

☐JIPDEC ☐SAAJ ☐ISACA ☐JASA 

☐非会員 

連絡先 

〒 

               TEL：                                        

               FAX：  

備  考 

 

 

●請求書 

  □ 要  → 請求書の宛先   □会社名   □個人名   

  □ 不 要 

 

●システム監査学会会員以外の方へ 

 申込書に記載された個人情報（氏名、所属、連絡先等）を今後学会が開催するイベント等の案内に利用することに 

  ☐ 同意する      ☐ 同意しない 

 

＊システム監査学会の正会員／学生会員／賛助会員の他、後援団体（財団法人日本情報処理開発協会（JIPDEC）、

NPO 法人日本システム監査人協会（SAAJ）、情報システム・コントロール協会（ISACA）東京支部／名古屋支部／大阪

支部、NPO法人日本セキュリティ監査協会（JASA））の会員は「会員」扱いとなります。 

◆申込時に記載していただいた個人情報については、本大会の運営管理目的以外では利用いたしません。 


