2018 年 6 月 11 日
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

～幅広い業界から注目を集める日本最大のセキュリティ大会～

セキュリティコンテスト「SECCON 2018」開催について
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セキュリティコンテストイベントである「SECCON 2018（セクコン 2018）
」の実施計
画をまとめ、本日公表しました。
SECCON は CTF（Capture the Flag の略）iを中心としたセキュリティコンテストイベントとして年々規模を拡大し
てきました。2018 年度も引き続き SECCON2018、SECCON Beginners、CTF for GIRLS を実施いたします。
今年度の「SECCON 2018」は、会場を秋葉原に移し規模を拡大し、12 月に開催いたします。CTF だけでなく、カ
ンファレンス、ワークショップ、展示などをいままで以上に充実させ、世界の CTF で活躍するハッカーたちを実
際にご覧いただく機会、セキュリティに興味をもっていただくようなコンテンツや参加型のプログラムを提供し
ていきます。

セキュリティコンテスト「SECCON 2018」開催概要
■主催：SECCON 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）
■開催日：2018 年 12 月 22 日（土）～23 日（日）
■会場：アキバ・スクエア（秋葉原 UDX2F）
、秋葉原コンベンションホール

■概要：SECCON CTF（国内、国際）
、SECCON Conference（カンファレンス）
、SECCON Workshop（ワークショップ）
、
SECCON Exhibition（展示）
、SECCON YOROZU（デモ展示）他
■後援：
（申請予定）

・高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部
・サイバーセキュリティ戦略本部
・警察庁
・総務省
・公安調査庁
・文部科学省
・経済産業省
・国土交通省
・国立研究開発法人 情報通信研究機構（NICT）
・独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）
・一般財団法人 日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）
・一般社団法人 日本経済団体連合会（経団連）
・日本シーサート協議会
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CTF（Capture the Flag の略）は世界各地で開催されているセキュリティ技術を競うコンテストの総称。隠された答え

（Flag）をセキュリティのスキルを用いて探し出し、答えをサーバーへ送信するクイズ形式などがあります。

■背景と目的
情報セキュリティ人材を育成するために、コンピュータサイエンスを専攻する学生だけではなく、
多様な人材を掘り起こすための様々な競技会の実施の必要性がサイバーセキュリティ戦略（平成 27 年
9 月閣議決定）やサイバーセキュリティ人材育成プログラム（平成 29 年 4 月策定）など、政府の各種
提言においても指摘されています。このような背景から平成 25 年度より JNSA は「SECCON（セクコン）
」
を実施しております。
今年度も引き続き、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、全国各地での CTF 未経験者向け勉強会（SECCON Beginners）、
女性限定ワークショップ（CTF for GIRLS）の開催に注力してまいります。
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、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ます。

SECCON2018 詳細
◇SECCON CTF

10 月に行われる予選大会（オンライン）の上位入賞者が出場できる大会です。
予選大会：2018 年 10 月 27 日（土）〜28（日）
国内大会：2018 年 12 月 23 日（日）

日本語と英語による CTF オンライン予選大会

最大 15 チーム（日本チームのみ）

・オンライン予選の日本チーム上位 12 チームと 3 つの国内連携大会の優勝チームが出場
・学生、社会人不問
・優秀な学生チームには文部科学大臣賞の授与を予定
国際大会：2018 年 12 月 22 日（土）〜23（日）最大 15 チーム

・オンライン予選上位 12 チームと 2 つの海外連携大会の優勝チームが出場
・優勝チームには経済産業大臣賞の授与を予定
◇SECCON Conference

国内外からゲストを招き、セキュリティの枠にとらわれない様々なテーマで講演を行います。
◇SECCON Workshop

来場者が実際に聴いて、触って、作って、体験できる参加型のプログラムです。
◇SECCON Exhibition（展示）

SECCON の協賛企業が中心になって展示を行います。
セキュリティに関する展示や体験プログラム、
人事関連の相談ができるブースが多数展示されます。
◇SECCON YOROZU（よろず屋）

SECCON Yorozu（セクコン ヨロズ）は 2017 年から始まった情報セキュリティに関係する自作ツー
ルをデモ展示する企画です。展示内容は公募し、選抜された企画が展示されます。
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■SECCON 2018 開催スケジュール
日程

2018 年 10 月 27 日（土）

1

～28 日（日）

開催大会

会場

備考

SECCON CTF 予選

インターネット

CTF 予選（日本語＋英語）

2 2018 年 12 月 23 日（日） SECCON CTF（国内）
3

国内決勝大会（1 日間）

SECCON CTF（国際）
2018 年 12 月 22 日（土）

4 ～23 日（日）

アキバスクエア

SECCON Conference

国際決勝大会（2 日間）

秋葉原コンベン

SECCON Workshop

ションホール

SECCON Exhibition
SECCON Yorozu 他

SECCON Beginners 2018 詳細
■SECCON Beginners 2018 開催スケジュール
日程

開催地域

会場

講習形式

1

2018 年 9 月 1 日（土） 広島

広島市立大学サテライトキャンパス ワークショップ＋演習
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2018 年 10 月 6 日
（土） 東京

東京都立産業技術高専
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2018 年 10 月 6 日
（土） 東京

東京都立産業技術高専

Beginners NEXT
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2018 年 11 月予定

名古屋

未定

ワークショップ＋演習
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2019 年 1 月予定

関西

未定

〃

〃

※Beginners NEXT は様々な CTF 大会で活躍することを目的に 2017 年初開催した、初心者を脱することを
目的にした CTF 勉強会です。
■SECCON Beginners CTF（初開催、開催終了）
日程

1

2018 年 5 月 26 日～27 日

開催大会

オンライン CTF 大会

会場

インターネット

内容

初心者向け CTF 大会

★SECCON Beginners とは

日本国内の CTF のプレイヤーを増やし、人材育成とセキュリティ技術の底上げを目的とした
CTF 未経験者向け勉強会です。海外の CTF でも上位に入る若手の CTF プレイヤーにより運営され
ており、CTF 未経験の方でも CTF に参加できるよう、わかりやすくセキュリティ技術を教えるワー
クショップなどを開催しています。
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