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ASIS 日本支部 東京月次ミーティング
第 1 回報告

日本支部 広報担当理事

長瀬 泰郎

ASIS インターナショナル日本支部は、これまで初夏の研

世界レベル中に 204 の支部があり、日本も No.55 として活

修会と秋の総会・研修会の２つのミーティングを軸に活動を

動しています。しかし、世界第 2 位の経済大国の中にいるの

続けていました。今年から、広報部会として試験的に東京都

に、ASIS インターナショナル日本支部は会員数、活動レベ

内で定例ミーティングをスタートさせました。

ルにおいて他国の支部に大きく遅れをとっています。
そこで、2007 年 1 月から、世界でも有数の富を動かすビジ

■ 月一回ミーティング発足の背景

ネスが営まれている日本の首都東京、特に JR 山の手線の

ビジネスの安全性を維持し、事業継続していくためには侵

内側をミーティング場所に選び、日本に窓口を置く外国企

入盗などに対する防犯対策が必要なことははもちろんです

業、外資系企業、日本企業並び官公庁に働くビジネスマン

が、それ以上に「産業セキュリティ」の視点が重要です。事業

や職員を対象に、「産業セキュリティ」に関する情報交換の

活動を脅かす脅威と、脅威に対する脆弱性を評価し、さまざ

ほか外部への発信を積極的に行うために、定例会を開催し、

まな活動によってリスクを最小に保つためには、情報セキュ

会員とビジターに広く参加を呼びかけることにしました。

リティ、内部統制管理をはじめとする様々な戦略的活動が求
められるようになりました。
このような視点から世界的に活動しているのが ASIS インタ
ーナショナルです。米国本部で 33 の部会活動を行うほか、

3 月 6 日から 9 日まで開かれる「セキュリティショー2007」
では、米国大使館商務部のご厚意により商務部ブースの一
部で ASIS インターナショナルの紹介と相談受付もすること
になっています。
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Where We Have Been

Building ASIS Japan

日本支部の沿革

ASIS日本支部に力を

創世記
In the Beginning:
● 約40年前に設立
● ASIS Japan founded
40 years ago
● Founded by Hata● 畑様が功労者
san
● Much like the US at
● 米国創世記と同じ
the time
熱意と夢

Speaker: Neil Bortnak
スピーカー： ニール・ボトナク

Our Long Term Goals
長期目標
●

●

Train-up the
membership and the
next generation of
professionals
Influence security
policy in Japan
(corporate and
governmental)

●

次代を担う専門家の育成

Where We Have Been

日本支部の沿革

日本支部の沿革

中世～近世
In recent years:
●
年2回のミーティング
●
2 events a year
●
6月研修会の訪問先事例
●
June field trip
 海自・米海軍横須賀基地
 Yokosuka
 横浜刑務所
 Yokohama Prison
 成田空港
 Narita Airport
●
秋の総会
●
Nov/Dec AGM
 総会と講演
 Presentation/Speaker
 懇親会
 Dinner

In the last year:
● Meetings to start
revitalizing ASIS
Japan
● Develop inertia
● Open to all
● Sporadic, not well
publicized

Our Short Term Approach

Our Short Term Approach

当面の課題

当面の課題

●

●

●

Where We Have Been

Instigate regular
monthly meetings
Provide value to
membership


日本のセキュリティ施策
に影響力を行使（企業と
官公庁）





●

●

月次ミーティングの推進と
定着
会員メリットの提供

●

セキュリティ知識の伝達
 ネットワーキングの場
 懇親
個々の話でなく包括的に

●

Knowledge transfer
Networking
opportunities
Social connections

All inclusiveness

●

Draw on the
resources and
experiences of the
membership to grow








Speakers
Field trip access
Growth ideas
???

■ 「Same Day, Same Place」で
会は、「Same Day, Same Time, Same Place」を合言葉
に毎月第 3 火曜日午後 7 時とし、場所は高千穂交易株式会

●
●
●

活性化に弾み
みんなで
散発的、連絡不徹底

Our Short Term Approach
当面の課題

●

会員協力による成長
 毎月の話題提供
スピーカー
 見学先のつて
 成長するためのア
イデア
 ほかには？

●

Current Ideas:
 Membership
drive
 More Field Trips
 Special Guests
 Expand into
Infosec
 Ask ASIS
US/Asia for help

Our Long Term Goals
長期目標

昨年の活動
● 日本支部活性化を目
指す有志の会

●

とりあえずこんなのは？
 とにかく会員を増やそう

●

●






活発な見学会
特別ゲスト
情報セキュリティ分野へ
の展開
米国ASISやアジア地区
ASISへの支援要請

●

●

ｾｷｭﾘﾃｨ専門家による広
汎で健全なｺﾐｭﾆﾃｨへ

日本独特のセンスの産
業セキュリティ構築へ

A Call for Help
お願い
●

●


Create a large,
healthy community
of security
professionals
Develop Japan’s
own sense of
Security

●
●
●
●

Speakers, Speakers,
Speakers
Recruit new
members
Feedback
Time
Ideas
Whatever else you
can provide

●

●

●
●
●
●

スピーカー求む！
例会に友人や同僚を連
れてきて
ご意見をどうぞ
時間を割いて
アイデア募集中
何でもいいから、できるこ
とをお願いします

キュリティ」というテーマで基調講演をしていただきます。
参加会費は、ASIS 会員、非会員がそれぞれ 3,000 円、
3,500 円ですが、同伴者がいれば割引があります。

社のご厚意により、JR 四ツ谷駅前の本社会議室で行うこと
にしました。
1 月 16 日の第 1 回は、コロムビアミュージックエンタテイン
メント株式会社に勤務するカナダ人ビジネスマン、ニール・

■ 2007 年の計画
毎月、3～40 分の基調講演を設けます。講演は、できるだ
け英語で行いますが、日本語での講演も OK です。

ボトナクさんにキーノートスピーチ（基調講演）をお願いしま

また、日本人と外国人の両方が気楽に参加できるように、

した。情報セキュリティとネットワークセキュリティの専門家で

ボランティアによる簡単な通訳を募集しています。財政的に

あるボトナクさんは、この会を、ASIS インターナショナル会員

余裕が出てきたら同時通訳を入れたいのですが、それまで

のメリットを最大限に生かしてセキュリティの経験と知識の交

は、多少でも英語のできる方に助けていただくようお願いし

換の場とするだけでなく、ネットワーキングや懇親の場として

ています。

活用したいと述べました。これを続けることにより、セキュリテ

今年の春には、ASIS インターナショナル本部の 2007 年

ィ専門家の層を厚くし、ひいては日本独自の産業セキュリテ

度会長、チューパさん（Steve D. Chupa、ジョンソン・エンド・

ィを構築して、日本のセキュリティ施策に影響力を与えるま

ジョンソン世界セキュリティ担当取締役）が来日されるので、

でにしたいとの期待を述べ、興味のある人にこの会を紹介し

特別ミーティングを開く予定です。

てほしい、活動を活発化させるため友人や同僚を誘って
ASIS 会員になるよう薦めてほしい、そのために毎回の講師

ASIS インターナショナル日本支部の東京月次ミーティン
グに、皆さんも是非ご参加ください。

や活動ボランティアを募集していること、勤め先企業の見学
会や訪問の機会を作ってほしいことなどを熱っぽく語りまし
た。

このコーナーへのお問い合わせや入会お申込みは

簡単なスナックをつまみながら聞いた基調講演の後は、質

ASIS ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ日本支部 事務局

疑応答や参加者による期待表明を行いました。その後は場

〒101-0021 東京都千代田区外神田 2-2-17
日本保安人事株式会社内
TEL 03-3255-3468 FAX 03-3258-7630
E-Mail info@asis-japan.org/
www.asis-japan.org

所を近くのレストランに移して交流を行いました。

■ 次回のスケジュール
2 月例会は 2 月 20 日（火）午後 7 時から、同じく高千穂交
易株式会社で行います。情報セキュリティ大学院大学客員
教授で富士ゼロックス株式会社シニアマネジャーの藤本正
代さんに「今企業が取り組むべきリスクマネジメントと情報セ

