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NTT グ ル ー プ は 2014 年 秋、
「2020年までに 1万人のセキュリ
ティ人材を育成する」という目標を
掲げた。その後 2016年末には、初
級、中級、上級の 3段階からなる
社内のセキュリティ資格の認定者数
は 3万人を超え、目標は早期に達
成された。目標達成後は初級から中
級、上級への引き上げを進めている。
このような取り組みの一環で、

NTT Comは実践的なセキュリティ
人材の育成に力を入れてきた。基本
的には座学により幅広い知識を獲得
することに加え、ハンズオンによる
実践的な研修を重視している。この

方針に沿い技術開
発部で独自に開発
したセキュリティ
研 修 が “Security 

Bootcamp プログラ
ム”だ。
プログラムの受
講者は「受講者ポー
タルサイト」を通じ
て学習する。また、ハンズオンカリ
キュラム用に仮想環境を用意してい
る （図 1）。この仮想環境は、さま
ざまな攻撃を再現して分析・解析す
る作業を安全に行うため技術開発部
が作成した、“サイバー攻撃テスト
ベッド”上で提供している。

Security Bootcamp プログラムでは
「Basicコース」と、応用力をつける

ための「Advancedコース」（図 2）
という 2つのコースがあり、いずれ
もセルフトレーニングにより学習で
きるようデザインされている。
これまでに NTTグループ各社か

ら多数のメンバーがこのプログラム
を受講している。技術開発部で OJT

を行う場合にも必ず Basicコースを
受講してもらうようにしている。
　

NTT Comはこうした活動を通じ
て蓄積した知見を活かし、NTT持
株会社が推進するセキュリティ運用
の中級レベル人材向け育成プログラ
ムの作成支援も行っている。演習プ
ログラムとして、Security Bootcamp

プログラムの学習コンテンツをカス
タマイズし、NTTグループ社員向
けに開催される演習・試験に活用さ

実践的育成プログラムを開発し、
セキュリティ人材の裾野拡大にも貢献

NTT コミュニケーションズ（以下、NTT Com）は実践的なセキュリティ人材育成プログラムを開発し、育成に努めている。
また大学が開催するセキュリティ実践人材育成コースに講師を派遣するなど、セキュリティ人材の裾野拡大にも貢献している。

［左～］　久保 佑介、山本 粋士、西永 俊文

実践的な“Security Bootcamp
プログラム”を開発

5 セキュリティ人材育成

演習用Windows  Desktop 

（リモートデスクトップ(RDP)で接続）

受講者のPC 
各演習
VM

・学習コンテンツ
・演習課題
・試験解答 

※受講者のPCから各演習環境へは直接ログインできない 

http://example.com/ 

1:受講者ポータルサイト 

2:演習／認定試験環境 

SSHで接続 
（管理ネットワーク経由） 

ブラウザで接続 
演習用
仮想NW

ブラウザで接続 

図 1　演習・試験環境の概要

NTT グループの
人材育成プログラム作成を支援

技術開発部 担当 山本 粋士、担当 久保 佑介、担当 西永 俊文
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セキュリティに関する基
本的な知識を持つ人材は増
えたが、現場で使われるセ
キュリティ製品を実際に自
分で触った経験がある担当
者は限られる。提案を行う
SEでも「自分で行ったこ
とがあるのは PC向けのマ
ルウェア対策ソフトウェア
のインストールだけ」とい
うことも珍しくなく、セ
キュリティ製品の具体的な
イメージをお客さまに説明
しづらい、という現場の声
もある。

そこで、普段触れることのないセ
キュリティ製品を経験してもらえる
よう、Basic、Advancedに続く新し
いコースを開発している。

IDS（Intrusion Detection System）
や I P S（I n t r u s i o n P r e v e n t i o n 

System）、マルウェア対策ソフトウェ
アの管理サーバなどの導入、認証基
盤の環境構築といったことを、ハン
ズオンの形で体験しておくのは良い
経験になるであろうと考えている。

技術開発部はセキュリティ製品の
評価も行っており、「どのような攻
撃が市中のセキュリティ製品を突破
するのか」を調べ、効果的な防御手
法の考案につなげようとしている。
新しいコース作りにも、そうした知
見を活かしていく方針だ。

セキュリティ製品や攻撃手法を
検証し蓄積した知見を反映

演習会場を提供するほか、ここ数年
は Security Bootcampプログラムの
内容をベースに、Web脆弱性対策
演習、DDoS対策演習を行っている。
それら演習の講師は、技術開発部に
おける普段の業務でWeb脆弱性対
策、サイバー攻撃観測に関する技術
開発を行っている各専門家が担当し
ている。
演習の参加者は同様のセミナーを
受講した経験がある学生、そうした
経験がまったくない学生など、知識
レベルはまちまちであった。しかし
希望者を募って実施しているため当
然ではあるものの、総じてセキュリ
ティに対する意識の高さが伺えた。
「○年後のセキュリティについて」
というテーマが与えられたディス
カッションにおいても、かなり熱心
に意見が交わされた。

　

れている。

文部科学省の事業として採択さ
れ、現在は 5つの大学が連携して
開催している、 “分野・地域を越え
た実践的情報教育協働ネットワー
ク（enPiT）”のセキュリティ分野
に関する“enPiT-Security（以下、
SecCap）”という人材育成コースが
ある。この人材育成コースにはさま
ざまな企業が協力しており、NTT 

Comもセキュリティ人材の裾野を
広げるために、SecCapの前身であ
る“先導的 ITスペシャリスト育成
推進プログラム”の時代から、8年
間にわたり協力している。
具体的には、連携する大学の修士
1年目の学生を中心とする数十名の
受講者に対し、4日間のリスクマネ
ジメント演習を企画、実施している。

単元名 内容概略
事前確認テスト コース受講前に知識の自己確認をするためのテスト。

BASIC

基礎・NW

暗号、ハッシュ、電子署名 暗号、ハッシュ、電子署名等の暗号理論の基礎を学習する。
認証、パスワード 認証の種類、メジャーな認証の仕組みを知り、認証における弱点と対策を理解する。

ポートスキャン 攻撃対象から情報を収集し、攻撃の糸口をつかむために利用するポートスキャンに
ついて学習する。

プログラミング基礎 Pythonによるプログラミングの基礎について学習する。
パケットキャプチャ ネットワークを流れる通信パケットを取得、解析する方法について学習する。

パケット生成

SSL

Webアプリ

SQLi、XSS、CSRF

Webアプリ構築、SQLi

バイナリ

x86アセンブリ、デバッガ、シェルコード

スタックバッファオーバーフロー

ヒープオーバーフロー、
フォーマットストリング攻撃

ADVANCED

演習１ ： Webアプリケーションフレームワーク脆弱性
への攻撃、対策

演習２ ： DbD&RAT、Forensic

演習３ ： 標的型攻撃、対策 標的型攻撃メールの添付ファイル解析、プロキシログ解析、2次検体解析
演習４ ： DDoS攻撃、対策 DDoS攻撃模擬体験、DNSシンクホールによる対策

Drive-by downloadおよびRemote Access Trojanによる攻撃の実践と、その攻撃
を受けた際に攻撃の痕跡を調査する演習を通して、その原理と防衛・検証手法を学ぶ。

Apache Struts2に存在する脆弱性をモデルに、実際に攻撃実験環境を作り、ツールに
よる攻撃を行うことで手法の理解と、WAFによる防衛手法の検証を行う。

ヒープ領域におけるバッファオーバーフロー、およびprintf系関数の書式文字列を利用
した攻撃について学習する。

スタックバッファオーバーフローと呼ばれる脆弱性により、シェルが起動される仕組みに
ついて学習する。

x86アセンブリの読み方、デバッガの使い方およびシェルコードと呼ばれる機械語列の
作り方について学習する。

WEBアプリケーションの脆弱性をついたSQLインジェクション(SQLi)のロジック対策
方法を学習する。
・ログインフォームを作り、Webアプリケーション作成方法の基礎を理解する。
・自分の作成したWebアプリケーションにSQLインジェクション対策を行うことで、
  SQLインジェクションのロジック対策方法を理解する。

Webの３大脆弱性である「SQLインジェクション」「XSS」「CSRF」について学習する。

通信路の暗号化・認証を行うSSLの概要およびSSLに関連する攻撃手法について学習
する。

特殊なパケットの生成方法およびこれを利用したネットワーク上での攻撃手法について
学習する。

図 2　「Basic/Advanced コースコース」の概要

学生向けセキュリティ人材育成
コースへの活用

新たな研修プログラムの
開発


