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Co-Nexus E
NICTのネットワーク環境に国産セキュリティ製品のプロトタイプを導入し、長期運用を通して機能検証と製品へのフィ
ードバックを行い、国産セキュリティ製品の創出と普及を支援します。
レッドチームによる攻撃

国産セキュリティ製品の運用・検証

標準テスト

ライブトラフィック

NICT内部のネットワークに参画組織から提供された国産セキュリティ製品を接
続し、NICTのライブトラフィックや標準的な攻撃パターンの入力に加えて、CYNEX
レッドチーム独自の模擬攻撃などを併用することで、製品の機能・非機能検証を実施
します。既存製品との比較も行い、評価結果を提供組織にフィードバックすることで

国産
新技術

国産技術の研究開発支援を行います。

比較
技術

既存
技術

機能･非機能比較テストフィードバック
提供組織

Co-Nexus C
国内におけるセキュリティ人材育成のハードルを下げるため、演習シナリオや遠隔演習システムをオープン化し、教育機関や
民間企業におけるセキュリティ人材育成事業の促進を目指します。

人材育成オープンプラットフォーム

教育機関

民間企業

ナショナルサイバートレーニングセンターで行っている実践的サイバー防御演習等
による人材育成の知見を活用し、プラットフォームとなる遠隔演習システムや標準的
な演習シナリオを提供する事で、国内セキュリティ人材育成事業の活性化を行いま
す。
Co-Nexus A/S/E からのフィードバックによるサイバー演習の継続的な最新化
や、社会的な需要に応じて、システム構築技術者、システム開発者、SOC 担当者等の
セキュリティ対応力向上を目的としたコンテンツを継続して開発・拡充していきます。
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R7

アライアンス本格稼働フェーズ

製品テスト拡大

（R3 目標 20 組織）

サイバーセキリュティ演習基盤

R6

積極的広報活動展開

初期参画組織

提供

アライアンスによる自走組織化
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