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独立行政法人情報処理推進機構／一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会

セキュリティ・キャンプに挑戦すると、
実

際に参加してみると周りの受講生や講師のレ
ベルが 高く視野が広がりました。講師の方が

丁寧に教えてくれたので、受講前に目標として設定し

セ

キュリティ・キャンプの講義は学校の授業と違
い、学ぶという意識より興味のあることに没頭

する感覚で、自発的に手を動かしていました。未知の

ていたものを達成することができました。セキュリテ

分野へ触れるきっかけづくりとしても、キャンプは非

ィ・キャンプに参加することで、未熟な自分が大きく

常に良い経験でした。

成長できたなと実感しました。

情

報分野は大学の専門ではなく、これまで趣味
で続けてきただけだったので、キャンプに参加

し、またキャンプで学ぶことができたことは自信につ
ながりました。

自

分は今セキュリティとは全く関係ない学科に
所属していて、今までセキュリティについて深

く考えたこともなかったのですが、今回のセキュリテ
ィ・キャンプに参加したことで、この分野に大きく魅
せられました。自身の人生において非常に大きな転
換点となる機会を与えてくれたことに対して深く感謝

多

くの企 業の方々とコミュニケーションをとる

したいです。

機会が多かったこともあり、就 職 活動なども

意識することができました。セキュリティ・キャンプ
のコミュニティは、一度受講生として参加することだ
けにとどまらず、チューターやネクストキャンプの受
講、専門性を高めることによって講師として、何度も
循環して関わっていけるような構造なのだと感じまし
た。インターネットで見かけるような大学院生のエン

セ

キュリティの現 場で 働く方の仕事紹介といっ
た各種イベント等、技術だけでなく現場で 働

いている方の体験談などキャリアにまつわるイベント
もあるので今後の進路を含む将来まで考えられた良
い機会になりました。

ジニアの方々が、チューターとして参加していたり、
未 踏事業のOBの方が 講師として参加していたのも
印象的でした。

１

の範囲外で普段 疑問に思っていることを質問

会などを通じて聞くことができたり、企業説明会など

年前、応募してみようと応募課 題を確認した
時は、何を聞かれているか分からず、調べるこ

とすらできず、悔しい思いをしました。何とかして来
年は参加したいと思い、そこから１年間自分の興味と
向き合い勉強しました。結果、無事に合格することが
できました。選考結果が出て自分の番号を見つけた
ときは、声を上げたこと今でも覚えています。応募課
題と向き合うだけでもとても価値があり、この１年で
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専

門家の講義を受けられたという以上に、講義

を通じて企業やインターン情報などについて知ること
ができました。グループ作業がきっかけで共通のマル
ウェアに興味を持つ受講生と仲良くなり、キャンプ修
了後もセキュリティのコンテストへ向けて勉強会を開
いたりもしました。このような繋がりを得られたのは
期待以上でした。進め方や形式もよく、技術力の向上
という点以外にも、多くの物を得る事ができたので、
とても満足しています。研究室の後輩にも、このキャ

レベルアップできたことを嬉しく思いました。

ンプを広めたいと思いました。

ど

そ

の講義も内容が充実しており、貴重な体験が
できて非常に楽しめました。自分の理解が追

の道のプロから無料で直接学ぶことができる
機会はおそらくほとんどないので、すべての講

いつかない部分もありましたが、むしろ好奇心がそそ

義が貴重な経験となりました。セキュリティ・キャンプ

られて講義後にやりたいことがたくさん増えました。

全国大会を通して、非常に多くの知見を得ることがで

講義や受講生との交流を通して新しく知ったこと、学

きました。今まで一人で学んできたので、分野は違い

んだことがたくさんあり、とにかく、多様な分野に具

ますが同じセキュリティへの興味を持った同年代の参

体的な興味が湧きました。今回得られたものを大事

加者と繋がれたことは本当に嬉しかったです。今後は

にしながら、興味のままに色々な分野をできる限り探

全国大会での経験を生かし、セキュリティの魅力や重

求したいです。

要性について発信していきたいと思っています。

、こんないいことがある！
講師からのアドバイス
セキュリティ・キャンプ全国大会は、高度 IT 人材となり得る人材の発掘と
育成を目的として、高度 IT 技術の習得機会を提供しています。
ご自身の成長の機会だけでなく各種コミュニティへの参加、その道のスペシ
ャリストである講師との交流機会、「同じ興味の方向性を持つ同世代の仲
間」から刺激を受ける機会など、様々な機会ときっかけを提供します。
また技術のみでなく、モラルや倫理・法律遵守の意識、自立的な学習意識
といった方面の教育も重要視しています。
セキュリティ分野とは関連が無いというかたに対しても、セキュリティ技術
を知っていただく機会も必要と考え、セキュリティ分野に限定せず、別分野
を専門とするかたの参加も幅広く歓迎しています。
このようなイベントに興味を持ちそうなかたにとって有意義なものとなるよう
に、日々検討が重ねられています。ぜひ、セキュリティ・キャンプ全国大会

坂井 弘亮

富士通株式会社
Global Fujitsu
Distinguished
Engineer

を紹介していただけたらと思います。

生徒に受講させた先生からのアドバイス
学生の機会を創出したい・情報セキュリティの教育にもう一歩踏み出した
い。でも、どうすればいいのか分からないという悩みを抱えていらっしゃい
ませんか？
本校では、セキュリティ・キャンプ全国大会は、主体的・継続的な学びの
場の創出、コミュニティ活動を手助け頂ける貴重な勉強会であると考えて
います。
たとえば、セキュリティ・キャンプ全国大会に参加するためには、トラック
を決め応募課題に取り組みます。したがって、応募課題への取り組みその
ものが、学生の主体的な「学び」のトリガーになります。さらに、全国大
会の参加をきっかけに学生は、主体的・継続的に学習することの重要性を
理解し、それらを実践する学生が多いです。そのような学生は、学外との

岩田 満

東京都立産業技術
高等専門学校 准教授

人的ネットワークを構築したり、セキュリティ・キャンプの運営にも参加す
るようになります。すなわち、学生の主体的なコミュニティ活動が行われます。
セキュリティ・キャンプ全国大会の枠組みは、教育機関として抱える課題
に対する１つの解法となります。是非、セキュリティ・キャンプを学生に紹
介してみてください。

2

What's
Security Camp?
セキュリティ・キャンプとは？
社会に出て、会社や公的機関の中で情報セキュリティ分野の
エキスパート、リーダーとして、人々のために働く人材を育成する場です。
あらゆる産業分野で情報セキュリティに関する脅威が複雑化・高度化し、
対策の重要性が年々高まっています。
次代を担う情報セキュリティ人材の候補として発掘・育成された
「セキュリティ・キャンプ修了生」が社会の様々な場面で活躍することを期待します。
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セキュリティ・キャンプ全国大会
講師主査からのメッセージ
セキュリティ・キャンプでは、アカデミアやインダストリーの第一線で活躍する業界
トップの講師陣をお招きし、最新のサイバーセキュリティに関する講義を実施します。
技 術を社 会に役 立てて悪用しないエシカルハッキングの倫 理の講 義も実 施し、
チューターの補助を受けながら実際に手を動かして理解を深める演習が豊富なので、
普通の学校の授業や自宅の自己学習では学べない内容になっています。
キャンプでは小中校生・高専生・専門学校生・大学生・院生など、幅広い年齢層
が参加して同じ授業を受けますので、修了後の進学や就職などの節目に気軽にキャ
リアを相談しあえる仲間のつながりもできます。
受講生同士シャッフルしたチームを作って活動するグループワークの時間もあります

竹迫 良範

2021 年度 講師主査
高知工業高等専門学校 客員教授

ので、立場の違う人とコミュニケーションをとりながら一緒に成果物を作り上げる
機会もあります。
合格決定後にオンラインの事前学習の期間を二か月間用意しています。まだ技術に
詳しくなくても、興味さえあれば十分成長できるチャンスがありますので、興味があ
りそうな方が周りにいましたら、ぜひ参加を促していただけると嬉しいです。

開催概要
4 泊 5 日の合宿形式で行う、セキュリティ・キャンプ事業の中心的な行事です。情報セキュリ
ティに関する高度な技術教育と倫理教育を、22 歳以下の学生に対して実施します。毎年、全
国各地から数百名の応募があり、応募課題に回答し厳正な審査の結果、約 80 名が選考を通
過し受講者として参加しています。受講者は、受講料・交通費・宿泊費・食費が無料になります。
また、コロナ禍ではオンラインでの開催を行っています。

間

8 月中旬

会

場

東京都内

主

催

独立行政法人情報処理推進機構 (IPA)
一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会

共

催

経済産業省

後

援

サイバーセキュリティ戦略本部、文部科学省

実施内容

受講者全員に対して実施する座学を中心とした「全体講義」、少人数で実施
する演習を交えた「専門講義」で構成

交通費
宿泊費
食費

無料

期

受講料

すべて

2019 年度に新たにスタートした、高度な教育を行う特別プログラム

「セキュリティ・ネクストキャンプ」は 9 ページをご覧ください。
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講義概要

全体講義

受講者全員に対して実施する座学を中心とした講義です。
情報セキュリティを学ぶ上で必要となる基礎的な概念を学ぶ
「セキュリティ基礎」、倫理観の形成を目的とした
「特別講義」、
LT（ライトニングトーク）大会、受講者のコミュニケーション力向上のため「グループワーク」等を設けています。

専門講義

演習を交えた少人数の講義で、全国大会５日間の内３日にわたって実施されるメインプログラムです。
受講する講義は、受講者の希望を踏まえて決定します。以下の 2 コースに分けて実施します。

選択
コース

A〜D

選択コースは、電子工作から最先端のサイバー攻撃やその解析手法、さらには法律、それぞれテー
マを持った 4 つのトラックから構成されます。

特徴

特色のある４つのトラックと完全選択制
選択コースは、セキュリティの各分野を牽引してきたプロデューサーが企画する 4 つのトラックから構
成されます。応募時は希望のトラックを選択していただきますが、参加時はすべてのトラックの講義に
ついて受講したいものを選択可能です。応募したトラックの講義を優先的に選び知識を深めたり、様々
なトラックの講義を選び視野を広げたり、自分好みのカリキュラムで学習できます。

集中
コース

L、X〜Z

集中コースは、４つのトラックが用意されており、専門家の指導のもと、キャンプ期間中に設計・
実装・検証をひたすら繰り返すというコースになります。モチベーションと実力のある人がより楽し
めるように、そのような演習を提供してくれる人を講師として集めました。

特徴
ゼミ制で実施
集中コースではテーマを定めて、期間中にはハッカ
ソン形式で開発に集中していただきます。集中コー
スは 4 つのトラックを持ち、さらにトラック内をゼ
ミとして分割しています。
参加される方はゼミに属していただき、ゼミ内で各
自のテーマにじっくり取り組んでいただきます。な
お、募集はゼミ単位で行いますので、エントリーの
際に自分の受講したいゼミを決めておいてください。

募集を小中学生に限定した
「ジュニア開発ゼミ」を実施
小中学生を対象とした特別ゼミとして実施し、数
名程度を募集します。
ジュニア開発ゼミでは、受講 者自身が手を動か
す時間を多く取るため、自身が考えたアイデアを
形にする過程にじっくり取り組むことができます。
また、選考基 準を若年層に合わせて、小中学生
に参加しやすいものにします。小中学生の方は、
ぜひ応募をご検討ください。

具体的な実施日や会場・講義内容等はホームページをご覧ください。
https://www.ipa.go.jp/jinzai/camp/index.html
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受 講 生 の 声（2021年参加者全77名のアンケート結果より）
応募時

応募した一番の動機は何ですか？
全体講義を受けたかったから

3人

「セキュリティ・キャンプ修了生」
になりたかったから

3人

セキュリティ関連の友人を
つくりたかったから

6人

応募課題の難易度は、いかがでしたか？
オンラインの
開催だったから

2人

易しかった

3人

難しかった

講師に会いたかったから

1人

専門講義を
受けたかったから

62 人

16 人

ちょうどよい

58 人

合格後

参加時に不安はありましたか？

kintoneやslackでの事前学習は
必要でしたか？
どちらともいえない

不要

17人

なかった

27 人

1人
必要

59 人

あった

50 人
参加後

全体的な講義の難易度はいかがでしたか？
大変難しかった

3人
ちょうどよい

37 人

満足度はいかがでしたか？
ふつう

3人
満足した

難しかった

37 人

29 人

大変満足した

45 人

受講生へのインタビュー
セキュリティ・キャンプ全国大会では、興味を持っている領域が人それぞれ異なりますが、技術が好
きで意欲のある方が参加しています。参加前は自分の知識力ではついていけないのでは .. と不安でし
たが、講師の方が丁寧に教えてくださるので自分のペースで進めることができました。また、参加前
の応募課題に難しい課題が出ることもあります。実際私は全ての問題を正しく解答することはできま
せんでした。正解を意識しすぎて調べた結果をそのまま引用するのではなく、自分の言葉で考えたこ
とや意欲を伝えることも重要だと思います。各分野のスペシャリストから直接教わることができる貴
重な機会なので、少しでも興味があればチャレンジすることをオススメします！
日本工学院八王子専門学校 4 年

泉田 廣大さん
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4泊5日

合宿のイメージ

DAY
12：00

12：30

14：00

15：00

1

DAY

受付

6：00

起床・朝食

8：30

専門講義①

昼食
開会式・オリエンテーション

12：30

昼食

特別講義（倫理）

13：30
15：50

2

専門講義②

IPAからのお知らせ
夕食
セキュリティ基礎

16：00

特別講演（一般）

17：00

17：30

X-J

ホームルーム

19:00

就寝準備・就寝

19:30

専門講義③

19：00

ホームルーム

21：00

夕食＋デザートタイム（参加者交流）
18：00

X-J

ホームルーム

19:30

就寝準備・就寝

20:00

LT大会
グループワーク（1）
就寝
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19：30

教室開放（講師への自由質問）

21：30

20：30
23：00

就寝

23：00

DAY

3・4

DAY

6：00

起床・朝食

8：30

専門講義 ④/ ⑥

12：30

13：30

昼食

5

6：00

起床・朝食

8：30

グループワーク（4）

専門講義 ⑤/ ⑦

夕食

9：30

集合写真撮影

17：30

X-J

ホームルーム

19:00/
19:30

就寝準備・就寝

19:30/
20:00

講義の成果報告

ラストナイトイベント

【4 日目】
18：50

会員企業のお仕事紹介

19：00 /
19：30

昼食

グループワーク（2）
（
/ 3）

ホームルーム
教室開放（講師への自由質問）
就寝

10：10

12：00

20：00

講義の成果報告

13：00

閉会式

14：00

21：00
21：30
23：00
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セキュリティ・ネクストキャンプ
開催概要
全国大会修了生の次のステップとして、さらに高度な教育を行う特別プログラムです。情報セキュリティの多様なシーン
に対応し、新たな価値を生み出せる世界に通用する「ハイレベルな若手 IT 人材」を発掘・育成することを目的とします。
2019 年度は 13 名が応募課題に回答し、6 名が選抜されました。開催期間および会場は全国大会と同じです。

講義概要
全体講義の特別講演（倫理）、LT 大会に加え、超ハイレベルな７つの講義を三日半かけて実施しました。2019 年度に
実施した講義名と講師一覧を紹介します。
講義名

講師

講義時間

講 義１

俺の TPM/TEE スキルで転生後も無敵です

忠鉢 洋輔、木村 廉

２時間

講義2

攻撃検知エンジンの開発

高江洲 勲、伊東 道明

４時間 × ２回

講義3

エミュレータによる CPU 特殊命令の追加の実験

坂井 弘亮

２時間 × ２回

講義4

だまされない GPS

坂井 丈泰

２時間 × ２回

講義5

暗号アルゴリズムの FPGA 実装

今岡 通博

４時間 × ２回

講義6

ロバストなプロトコルを考案せよ

今岡 通博

２時間 × ２回

講義7

モブプログラミング

内田 公太

1.5 時間

受講生の声
セキュリティ・キャンプに誘ってくれた元 参加 者の友 人に「自

私が今回ネクストキャンプに参加してよかったことが大きく二

分は参加したことで人生が変わった」と聞かされていましたが、

つあります。まず一つ目が、セキュリティに興味のある様々な

自分にとっても普段の大学生活では得られない様なかけがえの

背景を持った同世代の仲間たちに出会えたことです。セキュリ

ないきっかけや繋がりをたくさんもらえた２か月間になりました。

ティ分野に限らず、お互いの知識や興味 深い物事を皆で共 有

大学の授業とは異なりテストもなく成績が付くわけでもなかっ

する場を得ることができたのが、今回ネクストキャンプに参加

たのですが、
「自発的に勉強したい。誰よりも多くのものを吸収

して良 かったことの 一つです。 二つ目が、 非 常に深い知 識を

して修了したい。」と常々思わされました。

持っている講師たちの熱意のこもった講義を受講できたことで

キャンプ内で出会えた人たちは優秀な人たちばかりで、それぞ

す。講師の方々が熱意をもって講義をしていたのがとても印象

れがそれぞれのベクトルに尖ったものを持っており、雑談をす

的で、モチベーションが上がりました。またネクストキャンプ

るだけで自分の知らない単語や知 識を耳にし、それらを自分

の講 義は受講生が手を動かしたり、受講生同士で協力して成

で調べてみたり尋ねてみたりするだけでも、たくさんの物事を

果物を作ったりすることが多く、単純に講義を聴くだけでは得

吸収することができました。技術・知識の有無関係なく、高い

られないような生の学習ができてとても良かったです。

志を持っている人がいれば自分がキャンプで得たものを共有し、
セキュリティ・キャンプを強く勧めていきたいと思います。

今年の夏休みは、ネクストキャンプに始まりネクストキャンプ

今回のネクストキャンプでは、前回参加したセキュリティ・キャ

で終わりました。ネクストキャンプの中で作成した成果 物は、

ンプ全国大会よりも知らない分野について深く学ぶことができ

まだまだ自分が納得したものではないので、その成果物の改良

たと感じています。今 回 触れ なければ今後 深 掘りしなかった

を継続して行なっていくことと、研究室のゼミの中で技術紹介

ような分野がネクストキャンプにはたくさんありました。そん

をしていきたいと考えています。また、ネクストキャンプは怪物

な今まで知らなかった面白い分 野の一端にたくさん触れるこ

がいるという話を先輩方から聞いていたが、本当にいるのだな

とができた点については、私 が今回の参加に期待したことそ

と実感しました。昨年以上に、自分の実力の無さを実感するに

のものであり、大変満足しています。

至りましたが、ここで諦めることなく技術の研鑽に励んでいき
たいと思います。
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生徒に伝えてください

セキュリティ・キャンプ全国大会
ガイドブック 学生生徒用

ぜひ
ご活用
ください!

学生生徒向けのセキュリティ・キャンプ全国大会についてのガイドブックです。セキュリティ
・
キャンプ全国大会のメリットなどを漫画でわかりやすく解説しています。ぜひ興味関心のあ
る学生のみなさんへの案内にご活用ください。

先
輩
！教
合格 授！
し
ま
した

みんなも是非
応募してみてね！

！
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応募から参加までの流れ

応募開始

4 月中旬

募集
（応募課題）
締め切り

5 月下旬

選考結果
発表

6 月上旬

参加手続き

6 月中旬

キャンプ
当日

8 月中旬

皆さんと会えることを楽しみにしています！！
セキュリティ・キャンプに関する詳細はこちら
▼
https://www.ipa.go.jp/jinzai/camp/index.html

お問い合わせ先

IPAセキュリティ・キャンプ事務局（独立行政法人情報処理推進機構）
〒 113-6591 東京都文京区本駒込 2-28-8
Tel：03-5978-7553
E-mail：iac-camp@ipa.go.jp
詳しくは Web ページまで

文京グリーンコートセンターオフィス 15F

https://www.ipa.go.jp/jinzai/camp/index.html
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