
■SecHack365修了生の声

■受講生データ

■SecHack365 募集概要
応募資格　：　日本国内に居住する25歳以下の方
募集人数　：　40名程度
募集期間　：　募集期間：4月中旬頃
結果通知　：　5月中

国立研究開発法人情報通信研究機構　サイバーセキュリティ研究所
ナショナルサイバートレーニングセンター　SecHack365事務局

sechack365@ml.nict.go.jp
　  　 https://sechack365.nict.go.jp/　　 　 @SecHack365

お問合せ

小松 聖矢さん
表現駆動コース/2018年度修了生
2020年度研究駆動コースアシスタント

　トレーナーの講義を学校以外で受ける機会や、セキュリティイベントでのサーバーレ
スやログ解析の講義を通して、セキュリティに興味を持ちました。しかし、当時はセキュ
リティに興味があり、研究したいと思っても指導してくれる先生がいない状況だったの
で、セキュリティを専門とする研究者や大学教員から指導を受けられるSecHack365
に応募してみようと思いました。
　受講してみて良かったのは、学校にはない新しい出会いがたくさんあったことです。ス
ライドの作り方や発表の仕方が上手なトレーニーがいて、その発表を聴くことで自身の
発表技術も上がったと思います。また、高いレイヤーから低いレイヤーまで様々なプロ
ジェクトが活動しているので、発表を聞く中で、様々な技術があることを知り、セキュリ
ティ分野の知識が増えました。私は、一時期グループでも活動していたので、チームで開
発する技術も身についたと思います。一年間を通して、すごく濃い時間を体験すること
ができ、本当によかったです。
　最初からセキュリティに関する技術は必要なく、1年間でどれだけ多くを吸収できる
か、どれだけ手を動かして頑張るのかが、大切だと思います。応募時には、参加したい気
持ちなど、思っている事を応募用紙に書いて、それを1年間忘れず積極的に参加し、周り
のトレーニーやトレーナーの知識、技術を貪欲に吸収できていければ、自分も自身の思
うすごい人になれるはずだと思います。

一生モノの3 6 5 日を体験しよう。

目指せ !
セキュリティ
イノベーター

セキュリティに関心を持っていた小松さんは、SecHack 
365参加を通じて、ボットネットによる攻撃行動を検知
するための手法の実現に取り組みました。 興味あること
から実際に作ってみたいテーマを見つけ出し、 作り上げま
した。 積極的な発表によって、他の参加者やトレーナー
たちとも協力しながら、作品づくりを達成しました。 自分
の問題意識を掘り下げること、それを形にして示すこと、
レビューを受けて改良を続けること、ここで実践したこと
が、将来のセキュリティイノベーターとしての技術創出に
つながると思います。今後の活躍にも期待します！

SecHack365ではモノづくりの機会を提供しています
が、活動を通じてトレーニー自身の目覚ましい成長を目
の当たりにすることができます。
安浪さんはコースワーク等を通じてコースの特色でもあ
る「思索」を深め、取り組みたい課題を設定し、自分自身と
課題に真摯に向き合っていました。
残り時間との闘い等、活動を通じた葛藤や苦しさも多々
あったようですが、デモ展示や発表の場数を踏み、メン
バーと対話を通じて自信を深め、リーダーシップを発揮し
ていました。

SecHack365
横山トレーナー長より

いろいろなトレーニーとの出会いで、
本当に濃い時間を体験。

安浪 涼花さん
思索駆動コース/2018年度修了生

　セキュリティに関する知識や技術がほぼない私にとって、当初SecHack365は「敷居
が高い」という認識でした。しかし、非常に興味があったため、ダメもとでチャレンジして
みることにしました。知識や技術に自信はない一方で、これをやりたい！こんな問題を解
決したい！という強い気持ちがあったため、その思いの丈を応募課題に込めました。合
格はありえないと思っていましたが、思いもよらず合格通知をいただきました。嬉しいと
いうより心からびっくりしたというのが本音です。
　私が選択した「思索駆動コース」は物事を論理立ててよく考え、深くまで分析を行うメン
バーが多く、それがモノを作るうえで大事だということが学べました。自分たちが深くま
で考えた機能を形にしていくのが面白かったです。参加当初は、技術に自信がなく「発言し
にくい」という気持ちがありましたが、SecHack365は、他人の意見を否定せずに受け入
れてくれる、互いにアドバイスを出し合える環境で、とても居心地良く過ごせました。
　モノを作るという経験は、技術力や計画立ても必要で、一人では不可能だったと思い
ますし、自分一人では作れないような多機能なシステム開発に携われたのは、とても良
い経験でした。技術力のある人がたくさんいたことが刺激となって、色んなことに挑戦
したいと考えるようになり、趣味の時間にも開発に取り組むようになりました。
　自分に自信がなかった私ですが、今では困難なことに立ち向かう姿勢を評価してもら
える機会が多くなったと思います。

やりたいという強い気持ちで、
ダメもとのチャレンジから合格！

25歳以下を対象に、セキュリティイノベーターとなる若手を育成

一線級の研究者・技術者による指導がオ

ン・オフラインで365日受けられます。

NICTならではのサイバーセキュリティの

研究開発のノウハウや攻撃データ等を

活用して、開発をバックアップします。

全国から集まった仲間との切磋琢磨の

時間は他では得られないものです。

同じ時間を過ごした仲間とは、修了生とし

て将来にわたってつながっていきます。

もちろん多くの一線級のトレーナーとの

出会いも待っています。

365日のモノづくりは様々な経験の連

続です。SecHack365では手を動かし

作ること、あきらめずに考えることが大

切と考えています。アイデアソン・ハッカ

ソンイベントを年6回実施し、徹底して

アウトプット型人材を目指します。

磨く─「技術」

SecHack365
公式サイトを
チェック

受講費用・指導費用は無料。
集合イベントを実施する場合には、イベント参加のための交通費・宿泊費等の
実費相当分は参加者負担になります。 （学生※および収入の無い方は全額補助）
※学生とは学校教育法に規定される学校に在籍する方が対象となります。

【課題提出者】
2021年コース別

社会人
6.9%

大学院生
20.8%

大学（学部）
41.1%

高等専門学校
11.7%

専門学校
3.5%

【属性（所属）】
2017年～2021年

18.2%
表現駆動コース

23.4%
学習駆動コース

14.3%
研究駆動コース

11.7%
思索駆動コース

32.5%
開発駆動コース

思索駆動コース
花田トレーナーより

K e e p  o n  C h a l l e n g i n g

S E C U R I T Y + H A C K A T H O N  3 6 5 D A Y S

S E C U R I T Y + H A C K A T H O N  3 6 5 D A Y S

SecHack365とは、“SECURITY +HACKATHON 365 DAYS”を意味する名称で、25歳以下を対象に、セキュリティマインドを持ち

革新的な研究・開発ができるセキュリティイノベーターを育成する長期ハッカソンです。

国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）の持つ研究資産を活用しながら、一年をかけて実践的な研究・開発に取り組みます。

築く─「経験」 作る─「仲間」

高等学校
12.1%

小学校
0.4%中学校

2.2%

その他（無職）
1.3%



■SecHack365の特徴 ■SecHack365の5つのコース
SecHack365では、他にはない365日の長期ハッカソンによるモノづくりの機会を提供することで、高いレベルで革新的な研究・開発

ができる、セキュリティイノベーターとなる人材の育成を目指しています。受講生（トレーニー）は、大学や企業など様々な分野で活躍する

研究開発・セキュリティのスペシャリストからなるトレーナー陣から、技術的観点だけでなく継続力や発想力といった観点での指導を

受け、作品作りに取り組みます。トレーニー同士作品を見せ合うことで切磋琢磨し、ひたすら「作る→見せる→意見をもらう」を繰り返し

ながら、一人では開発しえなかった作品を作り上げていきます。

SecHack365では、作品作りのアプローチの異なる５つのコースを用意しています。

■SecHack365修了後の支援
修了生イベント「SecHack365 Returns」を毎年開催

修了後の
活動支援

活動機会
の提供

SecHack365
指導への参加

修了生だけが集まる年に1回のイベントを開催。修了後の研究開発の報告などを行い、NICTから
その活動を表して賞を授与。受賞者はNICTから開発に必要なさまざまな支援を受けることが
できます。

海外イベント参加、展示会出展など
海外イベントに参加し、ハッカソンや現地企業訪問などを実施。国内でも多くの展示会や研究会
発表の機会を提供します。

集合回への招致・アシスタント採用
集合回に修了生を招致し、アドバイスや説明会での個別相談などに参加します。各コースの指導で
はアシスタントとして現役トレーニーの指導に関わるなど、さまざまな活躍の場を提供します。

年6回の集合イベント 学生向け支援 NICTならでは 最先端技術の体験 オンラインコンテンツの活用

アイデアソン・ハッカソンの
イベントを開催。
年間6回実施し、継続的に開発
指導。

学生は集合の際の必要経費を
全額補助。学業との両立について
の相談や進路相談も可能です。
※学生および収入がない方は旅費宿泊費等
　の実費相当分全額補助

サイバーセキュリティの研究開
発のノウハウや、実際の貴重な
攻撃データ等を活用できる
“NONSTOP”が利用可能。

先端企業の見学による社会体
験で発想力を強化。ゲスト講演
者からプレゼンテーションスキ
ルや知識を習得。

倫理・法律を含むオンラインコン
テンツも活用。遠隔でもチャット
やタスク管理ツールを使いコ
ミュニケーションを図ります。

▲成果発表会の様子。
左から安浪さん、チームを組んだ、表現駆
動コースの臼崎さん、平田さん、片山さん。

▲優秀作品に選ばれた「プライバシーに配
慮したTwitterクライアント “PEACE” 
～安心・安全なSNSを目指して～」

多様性をキーワードにグループでイノベージョン実現
を目指します。サービスを公開しフィードバックを得な
がら新たな価値を与えるメソッドを学びます。

表現駆動コース01

■SecHack365の365日

募集開始・審査
受講決定

アイデア出し
テーマ検討・倫理講義

テーマ決定
中間発表

デモ・ポスター
プレゼン準備

デモ・ポスター
プレゼン発表

最終発表への準備
審査

修了後も
継続的に支援修了認定

成果発表会
修了証授与と、一般参加
者に向け作品の発表を
行います。

1年間の成果を発表。
外部の人にも成果物を
知ってもらうため、プレ
ゼン発表とポスター発
表を実施。

成果発表会

1年間の作品作りの発表
を全員が行います。
審査では優秀作品が選
ばれます。

第6回集合回

初めて動くものを披露。
マージが大変で、最終発
表に向けて厳しい意見
やアドバイスを受け、
チームで相談。

リハーサル
卒論が重なって慌ただ
しい日々。発表前日は遅
くまで改良や発表練習。
発表後のコメントでや
る気UP。

発表会

発表・デモを行い、作品
へのフィードバックを徹
底して行います。

第5回集合回

初めて自分たちの製作
物が評価される場で緊
張。いろんな人からも
らったフィードバックを
作品作りのヒントに。

ポスター発表

作品のポスターを作って
展示・説明。中にはデモを
始める人もいます。
作品に役立つ講義も行
われます。

第4回集合回

自分の取り組みをゼミ
で発表。
考えと製作物のズレを
話し合いながら見直す
良い機会に。

思索ゼミに参加

自分のテーマについて
初めて全員の前で発表。
テーマの決定やデモを
始めるなど作品の形が
できはじめます。

第3回集合回

中間発表で似たテーマ
の人を発見、チーム結
成。チーム会議は最終発
表まで欠かさず毎週2
～3時間ほど。

チームの結成

縁日と呼ばれる技 術
ワークショップや倫理の
講義でインプット。
コースワークも始まり
ます。

第2回集合回

週に1回ゼミ参加。テーマ
について悩み中。振り返り
やイベントでの縁日、
NONSTOPの説明やアイ
デア出しの講義を受講。

ゼミ参加・技術の吸収

まずはアイデア出し。
グループに分かれて発表
を行います。

第1回集合回

　私は「SNSに起因するトラブルを解決
すること」をテーマにしました。SNSで
居場所を特定されたり、ストーカー被害
にあってしまったりというのを解決した
いと思ったからです。
　作品作りが軌道に乗り出したのは、中
間発表があった８月以降。それまでは、
迷走状態で、最初に考えていたこととは
別のことをやろうかと考えた時もあっ
たくらいでした。でも中間発表を機に自
分がやりたいことが明確になってきて、
更に一緒に作品づくりをする仲間もで
き、ここから本格的に作品作りが始ま

SecHack365を通して、
自分で創ったモノをしっか
りと他の人に伝え、仲間を
作りながらイノベーション
を起こせるように成長して
いって欲しいと思います。
最大限のサポートをして
いきます。

SecHack365のトレーニーで
いられるのは、一生のうちたった
の1年です。このメンバーで共に
過ごせるのも、とても貴重な時間
です。やらないで後悔することの
ないように、前のめりの姿勢で挑
んでください。失敗してもいいん
ですから。

SecHack365 のトレーナーのような一流の研
究者・技術者の方から，1 年の間指導を受けられ
る機会はなかなかありません。大学や高校でも
オンライン講義が行われるなど忙しい日々が続
きますが，SecHack365ではイベントや提供さ
れているコミュニケーションツールを活用して，
トレーナーやトレーニーとたくさん議論・交流し
てみてください。

りました。私たちのチームは話し合いに
たくさんの時間をかけ、12月頃まで毎
週数時間かけて話し合いや相談を行い
ました。
　他人と比較して自信を無くした時期
もあったし、自分の思いや考えを上手く
伝えられなかったりして、泣いてしまう
くらいつらい時期もありましたが、仲間
がいつも励ましたり、助けてくれたりし
て頑張ることができました。卒論、授業
もテストもあって、1月、2月は廃人に
なっていましたが、結果良い経験がで
きました。

その他の修了生の作品の
詳細はこちら

■SecHack365のトレーナー陣

■修了生アシスタントからのメッセージ

セキュリティに関わる様々な分野で活躍する20名以上のスペシャリストが、コースマスター、トレーナーとして指導にあたります。
個性豊かなトレーナーとの出会いから様々なことを学べる機会を得られるのも、SecHack365の魅力のひとつです。 

室田 雅貴さん
2017年度修了生

安浪涼花さん
思索駆動コース/
2018年度修了生

麻生 航平さん
2019年度修了生

小松 聖矢さん
2018年度修了生

アイデアを形にする過程で、その価値を
最大化しサービスを磨き上げるコース

作りたいものをどんどん作っていき、 開発の際にあえ
て他の技術や分野の学習を付加的に行うことで、もの
づくりの幅をさらに広げます。   

学習駆動コース02
興味ある技術や作りたいものに対して
付加的な学習をしながら開発するコース

日常に遍在する違和感や自己の立ち向かいたい問題
についてひたすら深く思索します。十分な思索に基づ
いた開発により、問題解決に取り組みます。 

思索駆動コース04
思索を通じて問題を深掘りしたうえで
開発し、問題解決を行うコース

既存研究の調査を徹底して行い、問題の解決手法を提
案します。研究プロセスを明確にするための特訓を行
いながら、研究へのモチベーションを高めます。

研究駆動コース05
研究的プロセスに基づいたアイデア、
仮説立案と検証評価を重視したコース

定まった開発テーマ・分野において、まず作ってみてか
ら考えていきます。作ってわかることや気づきを得な
がら、セキュリティの問題解決に取り組みます。 

開発駆動コース03
まずは実装を作り上げることに重きをおく、
開発指導に特化したコース

北條 孝佳
弁護士

坂井 弘亮
富士通株式会社

川合 秀実
サイボウズ・ラボ
株式会社

柏崎 礼生
国立情報学研究所

猪俣 敦夫
大阪大学

今 佑輔
トレンドマイクロ
株式会社

秋山 満昭
NTTセキュア

プラットフォーム研究所

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

S E C U R I T Y + H A C K A T H O N  3 6 5 D A Y S

サンプルケース 

そのほかの
トレーナー
詳細はこちら

竹迫 良範
高知工業

高等専門学校


