2016 年 9 月 20 日
SECCON2016 実行委員会
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

～女性セキュリティエンジニア発掘・育成を目指した特別コラボ大会～

「攻殻機動隊 REALIZE PROJECT × SECCON CTF for GIRLS」
攻殻 CTF を 10 月 15 日（土）東京で初開催
同時に競技参加者の募集開始
・「攻殻機動隊 REALIZE PROJECT」と「SECCON CTF for GIRLS」のコラボが東京で初開催！
・飛躍的に進化した"AMATERAS 零"が CTF 競技をリアルタイムに視覚化！
・ウィザード級ハッカー「草薙 素子」を日本から輩出！
SECCON2016 実行委員会（実行委員長：竹迫 良範）
、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（事
務局：東京都港区、会長：田中英彦、以下「JNSA」
）は、日本における最大規模の CTF 大会である「SECCON 2016」
の特別コラボ大会として、
「攻殻機動隊 REALIZE PROJECT × SECCON CTF for GIRLS」
（以下「攻殻 CTF」
）を東京
で初開催します。また、本日 9 月 20 日より「攻殻 CTF」への参加者の募集を開始します。
SECCON CTF for GIRLS は、SF 作品「攻殻機動隊」で描かれているテクノロジや世界観を現実化するために始動
した「攻殻機動隊 REALIZE PROJECT」と共同で、女性限定の「攻殻 CTF」を昨年初めて神戸で開催いたしました。
攻殻機動隊は世界的な人気作品であり、その主人公であるウィザード級ハッカー「草薙 素子」のような高度な技
術力を持つ女性を、近い将来、日本から輩出する事を共通の理念としています。
当日会場では、昨年と同様に、国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）が攻殻機動隊をモチーフに開発
した、
「攻殻 CTF」専用可視化エンジン"AMATERAS 零"（アマテラス・ゼロ）が稼動します。新機能を追加し、飛躍
的に進化した"AMATERAS 零"が CTF 競技をリアルタイムに視覚化します。
SECCON は CTF 大会に加えて様々な企画やコラボレーションを実施することにより、幅広い年齢層の方々がセキ
ュリティに興味を持つきっかけを増やすと同時に、優れたセキュリティ人材の発掘・育成を目指します。

2015 年度版 AMATERAS 零

「攻殻機動隊 REALIZE PROJECT × SECCON CTF for GIRLS」概要
日程：2016 年 10 月 15 日（土）13:00～18:15（受付開始 12:30）
場所：Red Bull Studios Tokyo Hall（東京都渋谷区）
参加資格：女性であること
参加費：無料
内容：クイズ形式CTF大会（個人戦）
定員：約40名（応募者多数の場合は抽選）※一般見学の募集はございません。
主催：攻殻機動隊 REALIZE PROJECT、SECCON実行委員会/CTF for GIRLS、
日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）
タイムテーブル（予定）
：
13:00～13:30 開会の挨拶/競技説明
13:30～16:30 競技
16:30～16:45 休憩
16:45～17:00 表彰式
17:00～18:00 交流会（問題解説付き）
18:00～18:15 閉会

■攻殻機動隊 REALIZE PROJECTとは？

http://www.realize-project.jp/

日本を代表する企業、大学の研究開発者、公共機関、そして製作委員会が一体となって「攻殻機動隊」
の世界をリアルに実現する可能性を追求するプロジェクトです。

■国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）とは？ https://www.nict.go.jp/
国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT: National Institute of Information and Communications
Technology）は、情報通信分野を専門とする唯一の公的研究機関です。
■SECCON とは？ http://2016.seccon.jp
情報セキュリティに関心を持つ若年層や女性を中心に、セキュリティ技術の底上げと人材の発掘・育成
を目的として行うセキュリティコンテストです。社会人のみならず、大学、大学院、高等専門学校等の
学生も対象に本競技会・勉強会を継続して実施していくことで、日本の情報セキュリティ人材のすそ野
の拡大、レベルアップを図り、グローバルにおいても第一線で活躍することのできる人材の輩出を目指
して活動しています。
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◇CTF for ビギナーズとは
情報セキュリティにより多くの方に興味を持ってもらい、セキュリティ技術の底上げと人材発掘・育
成を目的とした初心者向けの無料で参加可能な CTF 勉強会です。CTF for ビギナーズを運営しているの
は SECCON 決勝大会に出場する学生メンバーで構成されており、わかりやすく技術を説明することにより、
初心者にも参加しやすいワークショップとなっています。
◇CTF for GIRLS とは
情報セキュリティ技術に興味がある女性を対象に、気軽に技術的な質問や何気ない悩みを話しあうこ
とが出来るコミュニティを作る事を目的に立ち上げられました。
コミュニティ形成の一環として女性同士で情報セキュリティ技術を教え合う CTF ワークショップや、そ
の他女性向け CTF イベントの開催を行っており、毎回定員に達する人気イベントなっています。
■SECCON 2016

開催スケジュール

日程

開催大会

会場

競技内容

終了 2016 年 7 月 17 日

SECCON 2016 九州大会

富士通九州支社

IoT CTF（学生限定）

終了 2016 年 8 月 26 日

SECCON 2016 横浜大会

パシフィコ横浜

CEDEC CHALLENGE（学生限定）

終了 2016 年 10 月 2 日

SECCON 2016 大阪大会

富士通関西

集まれバイナリアン（学生限定）

2016 年 11 月 12 日

SECCON 2016 福島大会

会津大学

サイバー甲子園（18 歳以下）

2016 年 12 月 10 日-11 日

SECCON 2016 オンライン予選

インターネット

CTF 予選（日本語＋英語）

2017 年 1 月 28 日-29 日

SECCON 2016 決勝大会

東京電機大学

学生・一般同時開催

■CTF for ビギナーズ
日程

2016 開催スケジュール
開催大会

会場

終了 2016 年 5 月 15 日

CTF for ビギナーズ 2016 長野

株式会社電算

終了 2016 年 6 月 26 日

CTF for ビギナーズ 2016 香川

e とぴあ香川

終了 2016 年 7 月 16 日

CTF for ビギナーズ 2016 博多

富士通九州支社

終了 2016 年 9 月 10 日

CTF for ビギナーズ 2016 弘前

弘前大学

2016 年 10 月 22 日

CTF for ビギナーズ 2016 東京

株式会社日立システムズ

2016 年 11 月 26 日

CTF for ビギナーズ 2016 金沢

金沢工業大学

演習内容

Binary, Forensic(Network),
Web,CTF

終了

■CTF for GIRLS 2016 開催スケジュール

終了

日程

開催大会

会場

2016 年 6 月 24 日

第 5 回ワークショップ

御茶ノ水ソラシティ

2016 年 12 月 16 日

第 6 回ワークショップ

株式会社インターネットイニシアティブ
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終了

演習内容
フォレンジック
暗号／ステガノグラフィー

■協賛企業の募集
JNSA では、このような取組みを日本で継続的に実施するために、関係省庁・組織から協力をいただく
ほか、民間企業から広く協賛を募り、SECCON 2016 を運営しています。
我が国における情報セキュリティ人材のすそ野の拡大、レベルアップが図られ、グローバルにおいて
も第一線で活躍することのできる人材の輩出を期待するとともに、本活動をご支援いただける協賛企業
を継続的に募集しています。今年度は WEB サイトをより充実させ、ページビューの増大に注力すること
により、広告効果の増大が見込まれ、スポンサーの広告効果拡大を図ります。
スポンサーメニューをご用意しておりますので、詳細は SECCON 運営事務局（info2016@seccon.jp）ま
でお問い合わせください。

【取材のご希望・ニュースリリースに関するお問い合わせ】
SECCON運営事務局 担当浅生（あさお）（株式会社ナノオプト・メディア内）
TEL: 080-3388-7973 / E-MAIL: info2016@seccon.jp
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