2020 年 10 月 1 日
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

～幅広い業界から注目を集める日本最大の CTF コンテスト～
セキュリティコンテスト「SECCON CTF」を 10 月 10 日（土）11 日（日）に開催
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）の SECCON
実行委員会（事務局：東京都港区 日本ネットワークセキュリティ協会内、委員長：花田智洋）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 2020（セクコン 2020）
」の CTF 大会を 10 月 10 日
（土）11 日（日）の二日間にわたりオンラインで開催します。
今回開催する「SECCON CTF」オンライン大会は、従来は 12 月に開催する SECCON イベントで行う決勝大会の予
選として開催していましたが、本年はこのオンライン大会のみとなり、順位はこの大会のみで決定されます。加
えて、今回のオンライン CTF 大会は競技の中継だけではなく、競技の模様や出題問題を解説するトークセッショ
ン、CTF の歴史などを解説するセッションなど多彩なプログラムを用意してオンラインで同時配信します。プロ
グラムの内容や視聴方法など、詳しくは SECCON 2020 のホームページにて順次公開します。配信時間は 10 月 10
日（土）14 時 30 分から 19 時、10 月 11 日（日）10 時から 15 時 15 分まで行います。
セキュリティコンテスト「SECCON」はこの CTF（Capture the Flag の略）i大会を中心としてビギナーズ向
けや女性向けのワークショップなどを開催するセキュリティコンテストイベントとして 2013 年度より毎年開催
してきました。2020 年度も引き続き「SECCON 2020」として、
「SECCON CTF」
、
「CTF for GIRLS（随時開催）
」
、
「SECCON Workshop（12 月開催）
」を実施いたします。ただし、今年度の「SECCON 2020」は、過年度とは異な
り、新型コロナウィルス感染症 COVID-19 の感染拡大を防止する観点から、すべてのイベントを場所、時間など
の制約を受けることが少ないインターネット上での開催とします。これらのイベントについても、SECCON 2020
のホームページにて順次公開します。
セキュリティコンテスト「SECCON 2020」開催概要
■主催：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 SECCON 実行委員会
■開催期間：2020 年 9 月～2021 年 2 月（随時、ホームページで開催日を公開します）
■開催方式：インターネットを利用したオンライン開催
■概要：以下の複数のイベントで構成
・「SECCON CTF 」世界中からオンラインで参加する CTF 大会（10 月 10 日、11 日開催）
・
「CTF for Girls」女性限定の CTF ワークショップ
・
「SECCON Workshop」講演やパネル討論、ワークショップを中心としたイベント（12 月 19 日開催）
上記いずれもインターネット上のオンライン開催
■ホームページ：https://www.seccon.jp/2020/
■協賛企業：日本マイクロソフト株式会社、日本電気株式会社、株式会社インターネットイニシアティブ、
ＫＤＤＩ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社、株式会社日立システムズ、富士通株式会社、
株式会社アズジェント、株式会社インフォセック、ＮＲＩセキュアテクノロジーズ株式会社、
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、株式会社サイバーディフェンス研究所、
ジェイズ・コミュニケーション株式会社、Digital Travesia、トレンドマイクロ株式会社、
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株式会社日本レジストリサービス、任天堂株式会社、パーソルテクノロジースタッフ株式会社
ヤフー株式会社、株式会社ラック（2020 年 10 月 1 日現在）
■インフラスポンサー：さくらインターネット株式会社
■機材スポンサー：ヤマハ株式会社
■ツールスポンサー： 株式会社ヌーラボ
■後援（10月10日以降のイベント対象）：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、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、独立行政法人 情報処理推進機構、
一般社団法人 日本経済団体連合会、一般財団法人 日本情報経済社会推進協会、
日本シーサート協議会
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CTF（Capture the Flag の略）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として

利用されています。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 30 年 7 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
いて指摘されています。
このような背景から JNSA は、世界で通用する実践的情報セキュリティ人材の発掘・育成を最終目標
として、IT/ICT に関わるすべての人材（開発者、テスト実施者、利用者）への情報セキュリティの考え
方や知見を広めることで裾野を広げ、その中から世界に通用するセキュリティ人材を輩出して日本の情
報セキュリティレベルを世界トップレベルに引き上げることを目的として「SECCON」を開催しておりま
す。今年度も昨年度の「SECCON 2019」に引き続き「SECCON 2020」として開催いたします。
今年度は「SECCON CTF」として、2020 年 10 月にオンライン大会を開催するほか、「SECCON CTF」に伴
う「SECCON Workshop」を 2020 年 12 月に開催し、オンライン配信いたします。また、女性限定のワー
クショップ「CTF for GIRLS」もオンライン開催します。情報セキュリティに関心を持つ若年層を中心
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「CTF for GIRLS」の開催に注力しな
がら、本競技会・勉強会を継続して実施します。
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。
SECCON2020 詳細
◇SECCON CTF
10 月 10 日（土）11 日（日）に行われるオンライン CTF 大会です。昨年はオンライン予選・決勝（国内
および国際）を実施しましたが、本年はオンライン大会 1 回のみ実施します。競技状況のリアルタイム
配信、解説などのトークセッション、スポンサー提供のセッションなど多彩なプログラムを用意して、
オンライン配信します。
◇CTF for GIRLS
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情報セキ
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ュリティ技術について学ぶワークショップや、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。随時複数回開催します。開催日時、開催方法についてはホー
ムページで公開します。
◇SECCON Workshop
12 月 19 日（土）に開催します。テーマに沿った講義（プログラミングや脆弱性検出など）と、講義内
容を実践する演習で構成するワークショップを開催予定です。講義の様子はオンラインで配信し、参加
者もオンラインから演習に参加いただく予定です。あわせて、セキュリティに関する講演・プレゼンテ
ーション（承知講師、スポンサー企業からの招待講師ら）をオンライン配信いたします。
■SECCON 2020 開催スケジュール
◇SECCON CTF
日 程

開催種別

会場

内容

2020 年 10 月 10 日（土）
・11 日（日）

CTF

オンライン

CTF（日本語＋英語）

日 程

開催種別

会場

内容

2020 年 9 月 18 日（金）
（終了）※

ワークショップ

オンライン

ネットワーク

2020 年 10 月 ※

ワークショップ

オンライン

バイナリ/Exploit

2020 年 12 月日程未定

ワークショップ

オンライン

未定

2021 年 2 月日程未定

CTF

オンライン予定

For Girls CTF 2020

日 程

開催種別

会場

内容

2020 年 12 月 19 日（土）

セミナー、

オンライン

セキュリティ情報・技術な

◇CTF for GIRLS

※後援対象外イベントです。
◇SECCON Workshop

ワークショップ

どのセミナー、ワークショ
ップなど

■協賛企業の募集
JNSA では、このような取組みを日本でも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 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（JNSA 内）
（info2020@seccon.jp）までお問い合わせください。
【ニュースリリースに関するお問い合わせ】
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 SECCON 運営事務局
〒105-0003

東京都港区西新橋 1-22-12

JC ビル 4F

TEL: 03-3519-6440 / E-MAIL: info2020@seccon.jp
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