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警 察 庁 は 「 あ な た 」 を  

「警察」という組織にも

「理系の力」が活かせる場所があることをご存知でしょうか。

サイバー、人工知能、自動運転、警察業務DX、捜査支援分析…

今、警察における理系職員の活躍の幅は拡がっています。

理系の力を活かして人の役に立ちたい！

理系出身者が警察で活躍していることを知らなかった！

そんなあなたに、

警察庁総合職（技術系）行政職の仕事の魅力をたっぷりと紹介します。
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 必 要 と し て い ま す 。
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長官巻頭言

今、警察には大胆なイノベーションが求められています。

科学技術の力を生かし、いかに警察活動を高度化していくか。

サイバー空間の治安を守る更なる一手は何か。

社会や警察が抱える課題を解決するため、

科学技術に立脚した思考の力が不可欠です。

今、私たちは期待しています。

志と情熱を持つ諸君が、

その個性と持てる能力を幅広く発揮し、

国民の安全・安心を守るという生き方を選ぶことを。

警察庁長官

中村　格
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第 1章　警察庁技術系のフィールド

サイバー
［デジタル・フォレンジック］

警察通信

警察業務のDX

サイバー
［サイバー空間への脅威への対応］

捜査支援分析

災害対応
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第 1章

先端技術の導入　

自動運転

大規模イベント



略歴：H15年４月国際刑事警察機構(ICPO)事務総局経済・ハイテク犯罪課
　　　H23年２月沖縄県警察本部刑事部捜査第二課長
　　　H25年３月警察庁情報通信局情報技術解析課理事官

宮西　健至
警察庁警備局警備企画課
サイバー攻撃対策室長

H7年入庁

サイバー［サイバー空間への脅威への対応］

■ 激しさを増すサイバー攻撃
　重要インフラの基幹システムを機能不全に陥れ、社会の機能
を麻痺させるサイバーテロや情報通信技術を用いて政府機関や
先端技術を有する企業から機密情報を窃取するサイバーインテ
リジェンスといったサイバー攻撃が世界規模で発生していま
す。国内でも、政府機関、防衛関連企業、大手電気通信事業者
等がサイバー攻撃の被害に遭っており、こうした事案の中には
国家の関与が疑われるものも見られるなど、サイバー攻撃は激
しさを増しています。サイバー攻撃について、政府を挙げた対
策が推進される中、全国警察のネットワークを有し、捜査力を
持つ警察の役割は重要なものとなっています。

■ サイバー攻撃に対する警察の取組
　警察では、サイバー攻撃事案の捜査、そして捜査を通じて得
られたサイバー攻撃に関する情報の集約・分析を行うことで、
攻撃者や攻撃手法に関する実態解明を推進しています。加えて、

都道府県ごとに設置された都道府県警察、重要インフラ事業者
等で構成するサイバーテロ対策協議会や、情報窃取の標的とな
るおそれの高い先端技術を有する事業者等との間で情報窃取を
企図したとみられるサイバー攻撃に関する情報共有を行うサイ
バーインテリジェンス情報共有ネットワークを構築するなどに
より、これら事業者と連携した訓練や情報交換等、被害防止に
向けた取組を重ねています。
　昨年は、国家的背景を有するサイバー攻撃のパブリック・ア
トリビューション、東京オリンピック・パラリンピック競技大
会におけるサイバー攻撃対策といった大きな出来事がありまし
た。東京大会では、大会の運営に影響を与えるようなサイバー
攻撃なしに大会を終えたその瞬間まで、チーム一丸となって緊
張感をもって取り組みました。
　私自身、デジタルフォレンジック、サイバー犯罪対策等の様々
なサイバー関連業務に従事してきました。こうした勤務等を通
じて得た知識・経験を生かして、次々と新たな事象が発生する
サイバー攻撃対策に取り組んでいます。
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サイバー攻撃の脅威から

日本を守る

第 1章

略歴：H22年３月警察庁警備局警備企画課課長補佐（サイバーセキュリティ）
　　　H26年７月オランダ国家警察ハイテク犯罪特別捜査隊
　　　H28年４月一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター

間仁田　裕美

■ あなたの暮らしは安全ですか？
　日本は治安が良いと言われています。実際に、海外に行った
ことがある方などは特に、そのことを改めて実感したことがあ
るのではないでしょうか。
　一方、サイバー空間はどうでしょうか。内閣府による平成
29 年の世論調査では、「自分や身近な人が犯罪に遭うかもし
れないと不安になる場所はどこですか。」という質問で最も多
かった回答が「繁華街」を押さえて「インターネット空間」で
した。皆さんも不正アクセスやマルウェアによるサイバー犯罪
のニュースを耳にしたことがあるのではないでしょうか。

■ サイバー空間で起こっていることを知っていますか？
　最近では、コンピュータのデータを盗み出した後で勝手に暗
号化し、インターネット上でデータをリークされたくなければ、
又はデータを復号したければ暗号資産を払えと脅すランサム
ウェアという手口によって、米国大手のパイプライン事業者の

システムが停止し、複数の州でガソリン不足等が発生するなど
しており、日本でも、医療機関のカルテが暗号化され、新規患
者の受入れ停止を余儀なくされるなど、市民生活に影響が出る
被害が発生しています。
　
■ いつでもどこでも安心して暮らせる社会に
　私は、そのようなサイバー犯罪に対する取締りと被害防止対
策を推進する情報技術犯罪対策課で理事官として、人事管理・
広報・国際連携といった業務を担当するほか、課内各係の業務
の進捗状況を把握して必要な助言をしたりといったいわゆる課
長の女房役のような仕事をしています。実は当課で勤務するの
は４年ぶり３度目で（甲子園風）、私は 20年前に入庁して以来、
勤続年数の多くでサイバー関係の業務に携わっています。その
中には、海外の法執行機関で勤務したことや民間の団体に出向
したことも含まれ、多くの貴重な経験を積ませていただきまし
た。そういった過去の経験や人的ネットワークを活用し、課員
の仕事によって最大の効果が得られるよう努めています。
　日本の誇りである治安の良さをサイバー空間でも実現できる
よう、ぜひ皆さんも警察庁で一緒に仕事をしてみませんか？

安心して利用できる
サイバー空間のために
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理事官

H13年入庁



サイバー［デジタル・フォレンジック］

■ 目の前の脅威に備える　～先端技術は諸刃の剣～
　デジタル化や５Ｇに代表される新たな技術・インフラの利活
用が進み、実空間と仮想（サイバー）空間が融合する社会到来
の入口に我々は立っています。便利になっていく技術やサービ
スを通じ、誰もがつながる世界が享受されていくわけです。一
方、犯罪を企図する者も同じくこれを享受できてしまうのが残
念で、国境など関係なくサイバー空間を通じて素知らぬ振りで
標的へと巧妙にアクセスし実空間の財産を奪う、そんな彼らの
悪事を技術的観点で追跡・解明することが我々のミッションの
一つです。

■ オールジャパンの中枢
　 ～サイバー事案対応でのリーダーシップ～
　サイバー空間の脅威を把握するためのシステムの運用、サイ
バーセキュリティ人材育成のための研修コンテンツ制作、ラン
サムウェア等の不正プログラムを解析するための環境構築、最

新の機器・サービスに関する技術情報の集約、産学官連携など、
「サイバー空間が絡む各種犯罪への技術対処能力の強化」をキー
ワードに、私が所属する情報技術解析課には技術的な対処・対
応を担う職員が多数配置され業務を遂行しています。警察庁以
外のサイバーと分類される分野を担う政府機関の要所要所にお
いて当課で技術力を磨いた職員が活躍している事実をお伝えす
れば、警察庁のこの分野での大きなプレゼンスを理解いただけ
ることでしょう。

■ 多様な選択肢　～今の専門性の追求、新たな自分の発見～
　同じ思いで治安を担う世界の警察機関と信頼関係を構築しな
がら、協力して新たな脅威に備えるという国際連携も重要な業
務の一つです。私自身、シンガポールにあるインターポールサ
イバー犯罪対策局で、サイバー犯罪の国際捜査に向けた調整、
世界の警察機関からの技術者が参加するコンテストの企画・実
施を担当し、各国のサイバー犯罪捜査担当官と共に仕事をした
経験が、今の仕事にも生きています。ドメスティックな活動の
みならず、インターナショナルな分野でも、さらにはリアル空
間でもサイバー空間でもますます必要とされる機関、警察庁。
社会の変化にあわせ、技術を理解する職員の活躍の場がより広
がっています。
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社会の変化に広い視野で
～リアルもサイバーも～

H14年入庁
略歴：H16年８月警察庁長官官房総務課企画係長
　　　H21年３月警察庁情報通信局通信施設課施設専門官
　　　H24年３月警察庁情報通信局情報通信企画課課長補佐
　　　H27年7月国際刑事警察機構（ICPO）派遣

安平　俊伸
警察庁情報通信局情報技術解析課

理事官

第 1章

■ デジタル・フォレンジックの重要性
　デジタル・フォレンジックという言葉を聞いたことがあるで
しょうか。電子機器から情報を抽出し、人の目で見える形にす
ることで犯罪捜査に役立てる技術や手続全体を指す言葉です。
国民の生活がサイバー空間に強く依存している昨今は、新しい
電子機器やインターネット上のサービスが次々と登場してきて
いるため、デジタル・フォレンジックの難易度が上がっている
と同時にその重要性も高まっています。

■ 情報技術解析部門の中枢として
　情報技術解析部門は、警察におけるサイバー犯罪捜査・サイ
バー攻撃対策の技術支援として、被疑者から押収した電子機器
から犯罪の痕跡となる証拠を解析したり、サイバー攻撃事案発
生時に被害現場に臨場し証拠を保全したりする活動を担ってい
ます。その全国の情報技術解析部門の中枢である警察庁情報技
術解析課において、私は、部門全体としての政策の方向性を検

討し、それに応じた全国の組織体制や資機材の整備を行う、と
いった中長期的な観点からの課題解決を行う業務を担当してい
ます。
　デジタル化の進展等によりサイバー空間が全国民の参画する
公共空間へと進化しつつある中では、脅威が顕在化する前に予
見して対策を講ずることに加え、現状ベースではなく、将来に
おけるその時々の動向を見据えた技術力の向上を図ることが不
可欠です。数々の課題に頭を悩ませつつも、進化し続ける時代
における国民の安全・安心の確保を使命に、日々業務に当たっ
ています。

■ 多様なフィールドで
　学生時代、私は、公共の安全と秩序の維持という、時代が変
わってもぶれることのない明確な目標を持って働くことのでき
る点に魅力を感じ、警察庁を志望しました。入庁後は、警察庁
全体の科学技術政策の取りまとめや交通安全対策等の様々な業
務に携わり、これからの日本・世界を創り上げていく仕事に、
強いやりがいを感じています。皆さんと共に働ける日を心待ち
にしています。

略歴：H27年６月警察庁情報通信局情報管理課企画係長
　　　H29年１月警察庁長官官房総務課企画係長
　　　H30年７月警察庁情報通信局情報通信企画課企画係長
　　　R1年７月警察庁交通局交通企画課自動運転企画室技術企画係長・専門官

大橋　雅也
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犯罪捜査を支える
解析の役割

H26年入庁

警察庁情報通信局情報技術解析課
課長補佐



先端技術の導入

■ 警察にこそ先端技術はマスト
　警察の業務は多岐に渡っていてシステム化も進んではいます
が、職員が時間のかかる作業を行っている部分もまだまだ多い
のが実情です。
　このような状況を踏まえると、いわゆる先端技術と呼ばれる
最新の技術を活用して業務や捜査の効率化を進めることは、警
察にとっても必要不可欠でありその迅速な導入が求められてい
ます。

■ 先端技術と警察業務とのマッチング
　では、先端技術をとにかく導入すれば良いかというと、そう
簡単な話ではありません。限られた予算と人員の中で、確実に
成果を挙げて導入を進めていくためには、それぞれの先端技術
の仕組みや特長（シーズ）をよく理解するとともに、各警察業
務のプロセスや内容（ニーズ）を十分把握することで、どの先
端技術をどの警察業務に実装させるのが最も効率的なのかを検

討することがとても重要です。このプロセスを経て実証実験等
を行い、その効率性を検証した上で実用化へと進めていくので
す。これはまさに先端技術と警察業務のマッチング作業を私た
ち先端技術導入企画室の職員が行っていることに他ならないの
です。

■ 効率化へのコントリビューション
　この過程を経て先端技術が警察業務において実用化される
と、実際にこれまで職員がその業務に費やしていた時間を大幅
に短縮できるとともに、その空いた時間を他の業務に従事させ
られることにより、どれだけ効率化されたのかを明示的かつ定
量的に表すことができます。また、効率化への貢献度が目に見
えるかたちで表されることは、この業務へ取り組むことの大き
なモチベーションにもなります。
　私は大学で先端技術を学んだ訳ではありませんが、これまで
の勤務経験等で得られた技術的知見などを活かして現在の業務
に取り組んでいます。最先端の技術に関わることができるこの
業務は、理系分野で学んだ皆さんにとってきっと魅力的な仕事
の一つに感じるのではないでしょうか。
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略歴：H20年３月警察庁情報通信局通信施設課課長補佐
　　　H23年３月兵庫県警察本部情報管理課長
　　　H31年４月滋賀県警察本部警務部長

渋谷　秀悦
警察庁情報通信局情報通信企画課

先端技術導入企画室長

先端技術が支える

警察の未来

H9年入庁

第 1章

略歴：H26年６月警察庁情報通信局情報管理課係長
　　　H29年４月警察庁交通局交通企画課係長
　　　H30年８月警察庁警備局国際テロリズム対策課係長

大城　ゆりか
警察庁情報通信局情報通信企画課
先端技術導入企画室課長補佐

■ 先端技術への期待と実装への道筋
　都道府県警察等との関わりの中で、先端技術の導入による警
察活動の高度化・合理化への期待は大きいと感じています。一
方で、人工知能（AI）をはじめとする先端技術は、その導入
の効果をあらかじめ正確に予測することが困難であり、安全か
つ確実に先端技術の導入を進めていくためには、実装に先立つ
実証実験のフェーズが重要です。先端技術導入企画室では、日々
進歩する技術の動向を把握するとともに、先端技術の警察活動
への活用に向け、実用性の検証のための実証実験等を行ってい
ます。

■ 先端技術による課題解決
　令和元年に実施した資金洗浄等の可能性がある疑わしい取引
情報の分析業務へのAIの活用についての実証実験では、AIに
過去の分析結果を学習させ、分析官が確認すべき情報を優先順
位付けすることで、業務の効率化が見込めることを確認しまし

た。実証実験の成果をもとにシステム化がなされ、今後実際の
業務に適用されることとなっています。
　また、現在行っている捜査における事件関係車両の割り出し
作業へのAIの活用に関する実証実験では、人手で行っている
大量の防犯カメラ映像の確認・分析を合理化・高度化すべく、動
画中の車両を検出し、車種を判別する仕組みを試作しています。
　技術情報の収集も重要な業務のひとつであり、展示会等に参
加したり、様々な企業から最新の技術を紹介いただいたりする
機会があります。こうして得た情報をもとに、技術がどのよう
に警察業務に活かせるか検討し、企画立案につなげていきます。

■ 技術と業務に対する深い理解に基づく企画立案
　企画立案に当たっては、技術の可能性と限界を理解した上で、
現場のニーズに対して、現実的な提案を示していくことが求め
られます。技術や警察業務に対する深い理解が必要であり、
キャッチアップのため勉強が欠かせず大変ですが、知的好奇心
が刺激される面白い仕事です。
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先端技術による
警察活動の高度化・合理化

H25年入庁

出産・育児経験について
41ページにも寄稿しています！



捜査支援分析

■ デジタル化に向けて急速に変化する社会と犯罪の実情
　令和となって我が国のデジタル施策は大きく躍進し、官民関
わらず様々な事象がデジタル化に進んでいます。これに呼応し
て、例えば特殊詐欺においては犯行手口が巧妙化、複雑化する
なかで、犯罪に対峙する警察の捜査は、常に社会の変化ととも
に変革が求められます。

■ 捜査とテクノロジー
　法令違反となる犯罪に対する「捜査は、本質的に法学の領域
だ」という認識は、現代のデジタル社会では通用しません。そ
の証左として、古くは指紋の識別技術に代表される捜査とテク
ノロジーの関係は、昨今では急速に深まっています。
　例えば、防犯カメラ画像の分析、電子機器の解析、犯罪者プ
ロファイリング等の新たな捜査手法は、電子工学、光学、心理
学等の様々な技術系の知見なしには成立しません。他方、「捜
査とテクノロジー」を両立しうる、捜査と技術に精通する人材

が希少であることは大きな課題です。

■ 新しい基軸を組織に根付かせる役割
　理系と文系の融合という言葉を耳にします。大いに賛成であ
るものの、個人にとっても容易ではありません。捜査とテクノ
ロジーの融合という考え方は新たな基軸である上に、理文の融
合と似ている点からその実行は容易ではなく、組織においてと
なれば尚更です。
　私は、警察庁刑事部門でテクノロジーが欠かせない所属の次
席（警視正）として、同時に技術系行政官（技官）として、積
極的に捜査実務や法学分野の知見を吸収し、これを技術と融合
させた視点で企画立案、実現化を行っています。

■ 新たに技術系行政官になる方々に期待すること
　社会のデジタル化とその複雑さは、今後益々深まることで
しょう。この点で技術力ある行政官の活躍の幅が広がることは
間違いありません。犯罪捜査を含め、警察の活動は国民生活に
直結する重要なものであり、全国警察の指令塔を担う警察庁の
役割と責務は更に大きくなるでしょう。警察という社会基盤を
支え、様々な課題を解決し、この国をより良いものにする、そ
のような気概を持った若い力に期待しています。

略歴：H23年８月警視庁捜査支援分析センター副所長
　　　H28年４月警察庁刑事局捜査支援分析管理官付課長補佐
　　　H30年４月警察庁長官官房企画課課長補佐（企画、システム高度化）

森本　行儀
警察庁刑事局捜査支援分析管理官付

理事官
13　National Police Agency

犯罪捜査における

新たな基軸の創造

H15年入庁

警察業務のDX 第 1章

■ 令和の時代にふさわしい警察を！
　警察を含め、多くの役所には「この令和の時代に何やってる
の？」と言いたくなるような業務が一定程度残っています。対
面、紙、印鑑、電話……といった古い文化が今も幅を利かせて
いますし、「伝統的にやっていたから」という理由で必要のな
い（……と私が個人的に評価しており、これから無くすべく関
係者を説得しようと思っている）書類を作り続けているものも
あります。
　そういった古い文化を一掃し、令和時代にふさわしい警察の
在り方を考え、実現するのが私の仕事です。既に動き始めてい
る仕事を例に挙げると、免許証をマイナンバーカードと一体化
できないか（運転者がプラスティックの免許証を持ち歩かずに
済むようにならないか）とか、警察署で窓口に並ばずとも手続
を完結できないかとか、刑事さんが作成する捜査報告書を電子
化できないか（事後に改ざんできないことを電子的に保証でき
ないか）といったことが検討されています。デジタル技術によっ

て様々な側面から仕事の在り方を変えていこうとしているので
す。

■ 技術に閉じ籠もらず、広い視野を持つ
　こう言うと、私が技術屋として情報技術の知識をフル動員し
て仕事をしているとお思いになるでしょう。しかし、実は技術
屋として良い仕事をするには、一見技術と無関係な分野の知識
を持つことが不可欠です。
　例えば交通部門の業務をデジタル化するには、電子署名の仕
組みや通信方式はもちろんのこと、「どんな違反をしたら免停
になる」とか、「現場での取締りはどんな機材を用いて行って
いる」といった点も熟知していなければ、良い提案はできませ
ん。
　私は、技術に留まらず広く社会に貢献したいと考え、公務員
を志望しました。総合職である以上、技術に閉じ籠もることな
く強い好奇心をもって何でも吸収しようとする姿勢が求められ
ます。広く行政への関心を持つ皆さんが警察庁の門を叩くこと
を期待しています。

略歴：H25年４月警察庁刑事局刑事企画課係長
　　　H26年４月愛知県警察本部警察サイバー犯罪対策課管理官
　　　H28年４月警察庁情報通信局情報通信企画課課長補佐

松本　淳平
警察庁長官官房企画課課長補佐
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警察とデジタル化

H19年入庁



自動運転

■ 社会における自動運転の役割・意義
　皆さんは自動運転と聞いてどのようなものを思い浮かべるの
でしょうか？人によってイメージするものは若干異なるかもし
れませんが、端的に説明すると、自動車の運転のために必要な
「認知」、「予測」、「判断」、「操作」を運転者に代わってシステム
が行うことを指します。
　ほとんどの交通事故が運転者のヒューマンエラーに起因して
いる現状を踏まえれば、自動運転は、交通事故の防止に大きく
寄与すると考えられます。また、渋滞の緩和、運転者不足の解消、
免許を持たない高齢者等の移動手段の確保等にも寄与すると言
われており、経済面での貢献も大きく期待されているところで
す。

■ 警察の取組と私の仕事
　このような背景から、警察庁としては自動運転の推進に向け
た各種取組を進めているところ、私は、それを担当する交通企

画課自動運転企画室の理事官として勤務しています。
　課長補佐以下の室員の業務管理・指導が主たる業務である一
方、他省庁や自動車メーカーをはじめとする民間事業者等との
協議・調整においては、時として表に立って議論を主導しなけ
ればならない場面もあります。
　私の一つ一つの判断・指示が、今後の自動運転の未来に大な
り小なり影響を与えることを意識し、その重圧を感じつつも、
あらゆる人々がより安全・自由に移動することができる未来の
創造に貢献できることの喜び・やりがいを噛みしめながら、日々
の業務に当たっています。
　
■ これまでのキャリアを振り返って
　私も学生時代には皆さんと同じように就職活動をし、色々な
企業や省庁の方々のお話を伺った中で、困っている人や真面目
に頑張っている人を助けることができるような仕事を一生の仕
事にしたいと考え、警察庁を選びました。あれから20年ほど
経ち、様々な業務に携わってきましたが、自分の選択は間違っ
ていなかったと思います。同じような考えをお持ちの方、是非、
警察庁の門を叩いてみては如何でしょうか。
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略歴：H24年３月警視庁交通部交通管制課課長代理
　　　H26年３月総務省総合通信基盤局電波部電波環境課電波監視官
　　　H28年４月警察庁交通局交通規制課課長補佐

川口　晃
警察庁交通局交通企画課
理事官（ＩＴＳ・自動運転）

自動運転社会の
実現に向けて

H14年入庁

第 1章

略歴：H28年７月警察庁情報通信局通信施設課係長
　　　H29年８月警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課係長
　　　R１年６月米国留学

塩野　亜由美
警察庁交通局交通企画課専門官

■ 自動運転について
　「自動運転」という言葉を聞くと、映画に出てくるようなド
ライバーが運転をしない車をイメージされる方が多いのではな
いでしょうか。現実では見たこともないようなモビリティをイ
メージされる方もいらっしゃるかもしれません。「人間が想像
できることは、人間が必ず実現できるもの」という言葉もあり
ますが、今まさに夢物語を形にするべく、開発中の技術の一つ
が自動運転です。自動運転と一口にいっても、実は様々な技術
レベルがあります。まだまだ遠い未来のように感じるかもしれ
ませんが、既に製品化されているレベルのものもあるのです。
現在は、より高いレベルの自動運転等を目指して、官民が一体
となって戦略を立て、実行しているところです。

■ 警察と自動運転
　警察においても、自動運転の技術は、交通事故の削減や渋滞
の緩和等に資するものであると考えています。このため、道路

交通環境に応じた自動運転が早期に実用化されるよう、その進
展を支援すべく、取組を進めています。例えば、交通ルールの
整備、実証実験環境の整備、広報啓発等、行っている取組は様々
あります。その取組の１つである研究開発が、現在の私の担当
業務です。
　具体的にどんな研究をしているかというと、例えば、信号情
報の提供方法に関する研究を行っています。車を運転するとき、
信号が何色かという情報は車の発進・停止の判断に重要な情報
です。その重要な情報を自動運転車においてどのように活用で
きるのか。自動運転車は信号灯色に関する情報である信号情報
によって、カメラに基づく信号の色の判断を補完することがで
きるのか。こういった可能性を追究すべく自動運転車に信号情
報を提供する手法や技術についての研究を進めています。私が
担当している研究は他にもありますが、どれも産学官の多様な
関係者と連携したもので、刺激的かつ充実した毎日を送ってい
ます。未来志向な仕事がしたいそこの貴方、警察庁にてお待ち
しています！
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未来志向の仕事で
刺激的かつ充実した毎日

H27年入庁



警察通信

■ 警察活動を支える警察の情報通信
　警察が組織的かつ迅速効率的に活動する上で、現場で発生し
た事象等の情報を速やかに共有し、指揮命令等を一線の警察官
等へ確実に伝達する連絡手段は必要不可欠なものとなります。
そのため、警察では、全国の警察本部・警察署等を結ぶ情報通
信ネットワークを構築するとともに、国民からの110番通報を
受理して直ちにパトカーや交番勤務員等を現場に急行等させる
ための通信指令システムやその最も基本的な通信手段となる警
察移動無線通信システム等を整備・運用しています。
　また、大規模地震や集中豪雨等の災害発生時には停電や通信
の輻輳等で民間の携帯電話等が利用できない状況にもなり得ま
すが、そのような状況下であっても人命救助等の警察活動に支
障や間 が生じることのないよう警察の情報通信の機能を維持
し、更には山間部等のいかなる場所でも臨機に通信手段を確保
できるよう、衛星通信システムの整備等をはじめ様々な災害対
応策を講じています。

■ 技術系行政官の果たす役割
　「警察の神経系統」とも呼べるこれらのシステム等は、全国
の警察活動の根幹を支え組織全体の迅速性・効率性等に直結す
ることはもとより、一度整備されれば10年以上運用されるシ
ステムもあるなど、その波及効果は非常に広範かつ長期にわた
るものとなります。警察庁の中で特に大きな予算を取り扱うと
いう意味でもこれらシステム等の整備・運用を担う職責は重大
ながら、技術系行政官としての自らの技術的知見を生かしつつ
長期的展望をもって進められることから、大きなやりがいのあ
る業務の一つと言えるでしょう。
　以上に述べたことは技術系行政官の役割の一端に過ぎませ
ん。国民の安全・安心を守る多種多様な仕事に誇りと使命感を
もって携わりたいという方にとって、警察庁は魅力ある職場と
なるはずです。皆様の来訪をお待ちしております。

略歴：H24年３月群馬県警察本部情報管理課長
　　　H26年３月警察庁総務課企画参事官室課長補佐

岩瀬　広紀
警察庁情報通信局通信施設課理事官17　National Police Agency

「警察の神経系統」を司る

H13年入庁

災害対応 第 1章

■ 警察活動における「映像」の重要性
　警察が、災害又は事故の発生時、警衛・警護警備等の実施時、
犯罪捜査時等において的確に活動するためには、様々な機関・
部署と連携し、警察本部と現場警察官との間の指揮命令や連絡
等が円滑に行われることが必要不可欠です。そのため、通信運
用室では警察活動に必要な通信を確保するための活動を日々
行っています。
　特に、地震、台風、大雨等の災害や航空機、鉄道等による大
規模な事故が発生した場合、全国の情報通信部に設置された「機
動警察通信隊」が直ちに現場に出動し、現場映像の撮影・伝送
や通信手段の確保を行います。

■ 機動警察通信隊の活動例
　例えば、令和３年７月１日からの大雨による災害においては、
全国から応援部隊も出動し、ヘリコプターテレビシステム、デ
ジタル映像モバイル伝送システム、無人航空機型映像撮影伝送

システム等を用いて撮影した被災状況や警察部隊の活動状況等
の映像を警察本部、警察庁、首相官邸等にリアルタイムで伝送
しました。これらの映像は、現場状況の把握や指揮命令の判断
に利用され、迅速な警察活動に大きく貢献しました。

■ 現場と繋がる業務のやりがい
　通信運用室は、霞が関にありながら、全国の「機動警察通信隊」
とつながり、平時においては、各種災害、事故、重大事件等を
想定した合同の実践的訓練や各種情報通信対策に係る活動の指
導・調整を行い、災害等発生時は伝送された映像等を確認して
現場を指揮するなど、現場との繋がりが強い職場です。現場で
何が求められているか、何が必要か、効率的に動くにはどうす
べきか、組織としての体制は適切か、現場の緊張感を感じなが
らそこにある課題を検討し解決するなど、現場と直接繋がる業
務のやりがいはとても大きいものです。

略歴：H27年６月警察庁情報通信局通信施設課企画係長
　　　H28年10月産休・育休（７か月）
　　　H30年12月産休・育休（１年５か月）
　　　R３年３月警察庁情報通信局情報管理課専門官（情報セキュリティ）

井上　泰葉
警察庁情報通信局情報通信企画課
通信運用室課長補佐（技術調査）
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係長

災害等発生時の
映像伝送

H26年入庁



大規模イベント

　世界的に注目を集めるオリンピック・パラリンピック大会は、
華やかな舞台であると同時にテロ・災害や感染症など様々なリ
スクを抱えています。中でもサイバー攻撃は地理的制約を受け
ないため世界中からの攻撃が集中するおそれがあり、実際に
2018年の平昌大会において被害が発生したため、最優先で対
応すべきリスクと位置づけられていました。そのような中で私
は大会関係システムをサイバー攻撃から守るという、いわばサ
イバーセキュリティの最前線の仕事に従事しました。

■ 官民合同チームによる大規模オペレーション
　組織委員会のサイバーセキュリティチームは警察、防衛など
の公的機関とセキュリティ関連企業のメンバーから成る混成部
隊でした。サイバーセキュリティ対策は技術力だけでなく危機
管理能力や情報収集分析能力も必要とし一つのセクターで全て
をカバーすることが難しい分野であることから、官民それぞれ
が持つ知見を出し合って一体的に対策を実施する体制をとった
ものです。過去に例のない体制でしたが、一つのセキュリティ

オペレーションを官民混成チームで実施したことは大きな成果
であったと言えます。
　また、各国政府機関やIOC、スポーツ団体などの海外関係組
織との連携においては、脅威情報共有を中心に日本政府のサ
ポートに強い要望が寄せられました。これを受けて、内閣官房
NISCや治安機関と大規模イベント開催時の連携スキームを新
たに構築して大会本番において運用した結果、関係機関から高
い評価を得るなど政府連携の一つの形を作ることが出来たと感
じています。

■ 大会を終えて
　2021年9月5日、東京2020パラリンピック競技大会の閉会
式が終了し、私のサイバー攻撃対処担当としての仕事も終わり
ましたが、様々なバックグラウンドを持つ人々と大会組織委員
会で勤務した４年間は、他では得られない貴重な経験でした。
このような経験が出来たのも警察のサイバー部門での勤務実績
に依るものと言えます。
　安全安心に対する社会の関心の高まりに伴い、警察出身者の
知見が求められるフィールドは年々拡大しています。このような
仕事に興味がありましたら是非警察庁を訪れてみてください。
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略歴：H19年３月大阪府警察本部生活安全総務課
　　　サイバー犯罪対策担当管理官
　　　H28年4月警察庁情報通信局情報技術犯罪対策課理事官
　　　H29年10月東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
　　　警備局サイバー攻撃対処部長

増沢　五郎

サイバーセキュリティ対策の

最前線に身を置いて

警察庁長官官房企画課　政策企画官
（前 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
警備局サイバー攻撃対処部長）

H10年入庁

第 1章

富山県警察本部刑事部捜査第二課長
（前 内閣官房東京オリンピック・パラリンピック推進本部事務局参事官補佐）

略歴：H23年８月警察庁交通局交通規制課係長
　　　H30年４月警察庁情報通信局情報技術解析課課長補佐
　　　H28年７月・H31年４月内閣官房東京オリンピック・パラリンピック
　　　推進本部事務局参事官補佐

島田　義孝

　令和３年９月５日、東京パラリンピッ
ク閉会。７月23日の東京オリンピック
開会式からの約１ヶ月半にわたる大会を安全に終えることがで
きました。

■ セキュリティの確保に向けた政策の総合調整
　東京大会の開催が決定されて以降、政府では、大会の円滑な準
備及び運営のため、オリパラ特措法を定め、全閣僚から構成され
るオリパラ推進本部の設置、基本方針の策定などを進めました。
　そして、その事務局として設置された、内閣官房オリパラ推進
本部事務局において、私は、セキュリティ担当として勤務をしま
した。
　セキュリティの確保は、警察だけの仕事と思われるかもしれ
ませんが、国民や選手の安全はもちろん、電力、通信、水道といっ
た様々な社会インフラ機能の継続性の確保も必要です。そのた
め、それらを所管する省庁との緊密な連携が不可欠となります。
そこで、推進本部の下に、内閣危機管理監を座長とし、各省庁
幹部を構成員とするセキュリティ幹事会が置かれ、私は、基本
的な方針を定め、具体的な取組の進捗を確認するなど、セキュ
リティの確保のための政策の総合調整を進めました。

■ 円滑な交通の確保
　大会時には、社会経済活動の維持と、選手等の円滑な移動の
両立も課題でした。そのため、東京都や組織委員会と連携し、
大会中の交通量を分散させるための目標を定め、関係する地域
の方々や企業に広く協力を求めるとともに、首都高における利
用分散を図るための料金施策の策定や、開会式等における交通
量の抑制のため、祝日を移動させるためのオリパラ特措法の改
正などを手がけました。

■ 技術的視点の重要性
　大会は１年延期されましたが新型コロナ対策を施した上で、
大会を安全に終えることができ、その取組は、今後のレガシー
となると考えています。
　現在の社会経済は、サイバーを含め、多くの高度な技術が組
み合わさり、動いています。大会中の社会全体の安全を確保に
向け、関係企業や関係省庁から話を聞き、実効的な政策を立案・
推進するには、技術的な経験・知見は非常に有効でした。
　ぜひ、警察庁で皆さんの知識・経験を社会の安全のために活
かしてください。

警察庁情報通信局情報通信企画課通信運用室理事官

略歴：H25年８月福岡県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課管理官
　　　H27年３月内閣官房内閣衛星情報センター管理部運用情報管理課班長
　　　H29年８月宮城県警察本部交通部交通規制課課長

道家　知優

■ オリンピックと災害対応の
　「二正面作戦」
　通信運用室は、警察活動の現場映像
を、首相官邸等に迅速・確実に届けることが主な任務です。
　通常のイベントは数日から１週間が相場ですが、聖火リレー
を含めて半年弱、大会本番だけでも１ヶ月弱のオリンピックは、
超大規模イベントです。そんな中、大会本番直前の７月頭に、
静岡県熱海市で土砂災害が発生しました。このときは、あらか
じめ分業室を兼ねて用意していた予備の対策室を活用し、聖火
リレーの対応を継続しながら、災害現場の空撮（ドローン）映
像を首相官邸等に配信するなど、全国の通信職員が力を合わせ
て「二正面作戦」を完遂しました。
　新型コロナが猛威を振るう中、長期間続くイベントだからこ
そ、勤務態勢を工夫し、感染予防を徹底するなどして、職員の心
身・健康面も含めて無事に終わって本当に良かったと思います。

■ 人や地域と繋がる
　私は通信運用室の２つ前は、宮城県警の交通規制課勤務でし

た。交通規制課というと信号機のイメージが強いですが、マラ
ソン大会等の雑踏警備にも対応し、宮城にはオリンピックの
サッカー会場もあったので、その経験が役に立っています。
　その前は、内閣衛星情報センター勤務でしたが、災害発生時
に衛星画像を活用することもあるので、今回の静岡県熱海市の
土砂災害でも、その知見を活かすことができました。
　その前は、福岡県警のサイバー犯罪対策課でした。実は福岡
は地方実務研修で最初に行った県で、10年前にお世話になっ
た人達に再会し、非常に楽しく仕事ができましたし、現在の趣
味のロードバイクを始めたのは福岡勤務がきっかけです。
　全国転勤があり、一見すると脈略の分かりづらい私の経歴で
すが、東京に居ただけでは繋がらなかった人達と会えたり、そ
の地域を直に見たりすることで人間性が育まれ、思わぬところ
で過去の仕事の経験が役に立つ非常にダイナミックな職場です。
　あなたも私たちと一緒に、技術の力で日本の安全を支えませ
んか？
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安全な
東京オリパラ大会の
実現のため

通信の力で日本の

安全を支える

H21年入庁

H15年入庁



H31年入庁

21　National Police Agency

第 2章　警察庁技官の活躍
若手職員としての活躍

　私は現在、警察全体のデジタル化推進のため、各局のデジタル
化施策について、技術的視点を踏まえた企画立案、調整を行って
います。デジタル化という言葉を聞くと、「システム」や「コン
ピュータ」というイメージが先行してしまうかもしれませんが、
私は、警察のデジタル化の目標は、より高品質な安全・安心を国
民に提供することだと考えています。
　そのためには、「システム化すること」を目標にしてはいけま
せんし、「既存の業務の仕方」にとらわれてもいけません。IT技
術を知り、現場業務を知り、法律を知った上で、高い見地から、

デジタル化の方向性を示していくことが、今の立場のミッション
です。
　例えば、刑事局の刑事手続IT化施策では、デジタル化後も、法
の趣旨に基づく適正な刑事手続を実現できることが大前提です。
また、デジタル化によって刑事手続が迅速に行われるようになる
ことによる国民の受益があったとしても、何かしらのインシデン
トによって、人権が不当に侵害されるようなことがあっては本末
転倒です。
　このようなことにならないように検討していく過程で、検討の前
提となる技術・法律・現場業務の詳細な知識を提供する役割は、私
たち若手が担っています。必要となる知識は深く幅広く大変ですが、
地方研修で現場に出てまだ日が浅く、また、業務の中で法律・技術
の両方について学ぶ時間が取れる今だからこそ、バランスが取れ
て地に足のついた提案をすることに注力できていると思います。
　各デジタル化施策には膨大な検討事項があり、それぞれの検討
事項について、システムを整備する立場や法律を整備する立場、
現場で実際に業務をする立場のそれぞれの考えが複雑に交錯しま
す。それぞれの立場の知識を学び、その知識を基に企画した提案
によって、「国民への安全・安心の提供」という大目標に向かっ
てデジタル化を推進させられることは、大きなやりがいにつな
がっています。

自身がデジタル化の推進剤

略歴
R2年６月警察庁情報通信局情報管理課係長

● 担当業務
　現在、政府全体でデジタル化に向けた取組が加速度的に推進さ
れておりますが、運転免許、交通指導に係る業務についても国民
の利便性向上等を目的としてデジタル技術による合理化・高度化
が推し進められています。私は現在、運転免許証とマイナンバー
カードの一体化、交通反則金の支払方法の拡大に向けたシステム
設計等を担当しています。

● 係長として
　総合職採用の警察庁職員は、１年数ヶ月に渡る教養期間の後、
係長として本庁に配置されます。係長というのは、上司と相談し
ながら政策の全体方針を定めつつ、政策の細部に至る部分を主体
性と責任感を持って形にしていく職位であり、警察庁の若手職員
には、初めて担当することとなる業務であってもこうした係長と
しての役割を全うすることが求められます。
　私は現在、マイナンバーカードとの一体化の様態決定やシステ
ムの要件定義等については上司の指示を受けて業務を進めている
傍ら、免許証の交付に関する詳細な業務フローの検討等について
は自分で一定の裁量を持って作業を進めています。現所属に着任
するまで運転免許制度やシステム設計等については完全に門外漢
であった手前、業務に必要な知識の習得からのスタートではあっ
たのですが、自分から積極的に関係者を巻き込んで打合せを重ね、
自分の頭の中で検討事項を咀嚼し、責任感を持って政策立案に参
画するなど、係長としての役目を果たせるよう日々精進しています。
　見習いのうちから自分の裁量で業務を進めるということには困
難もつきまといますが、「自分の力で勝負できる」ことのやりが
いは何物にも代えがたいものです。こうした経験を若手のうちか
ら積めるということも警察庁の魅力であると感じています。

総合職若手係長の役割とやりがい

H30年入庁

略歴
R１年６月警察庁情報通信局情報管理課
企画第二係長
R２年１月警察庁生活安全局
情報技術犯罪対策課企画・法令係長
R３年２月警察大学校附属警察情報通信
学校特別教養部助教授

警察庁長官官房企画課
デジタル化PT係長

警察庁長官官房企画課
情報管理システム高度化PT係長
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● 自ら企画して実行する
　私は、都道府県警察と連携して、社会の基盤を担う重要インフ
ラ事業者や先端技術を有する事業者に対し、サイバー攻撃の未然
防止に役立つ助言やサイバー攻撃発生時を想定した訓練を推進す
る業務を担っています。
　現所属では、自ら企画を立案し、関係組織との調整や都道府県
警察の担当者との企画内容の具体化を行い、実現した企画に参加
し、その結果を振り返り、次の企画立案に生かしています。そう
いった一連の流れに全て主体的に関わることができ、非常に達成

感のある業務に携わっていると感じています。
　様々な検討課題がありますが、そういった課題を自らどう解決
するのか、まさに私が重要な役割を担っています。

● 国家的プロジェクトを支える
　2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたサ
イバー攻撃対策に携わることができ、都道府県警察と連携して、
大会組織委員会や競技会場の施設管理事業者を集めて大会期間中
のサイバー攻撃発生を想定した訓練を実施することができました。
　自ら主体的に実行することが多かった分、東京大会の運営に影
響を及ぼすようなサイバー攻撃が発生することなく大会を終える
ことができ、非常に良い達成感を得ることができました。
　2025年には大阪万博が開催されますが、是非またこうした国
家的プロジェクトを支える業務に携わりたいと思っています。

● 様々な経験ができる
　私は入庁してから約10年ですが、政府全体の動きと連動した
大きなプロジェクトを取りまとめる部署や、現所属のように都道
府県警察の現場に近い部署を両方経験しました。
様々な立場で治安の維持向上を目指す経験ができるキャリアス
テップに魅力を感じる方は、是非一度当庁の業務説明会などにお
越しいただき、当庁の雰囲気を感じてみてはいかがでしょうか。
志あふれる皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。

主体的に行動し大きな達成感を得る

H24年入庁

警察庁警備局警備企画課
サイバー攻撃対策室課長補佐

略歴
H24年７月地方実務研修（大阪府）
H28年７月警察庁警備局外事情報部国際
テロリズム対策課係長
H30年６月米国留学

山内　勝博

● サイバー空間の脅威とは
　サイバー空間の脅威が叫ばれて久しいが、どこか掴みどこがな
い印象を感じないだろうか。サイバー空間の特性として匿名性が
高いことや、実空間にまで被害が及ばないケースも多いことなど
が、その一因かもしれない。

● サイバー攻撃の現状
　私は、現在、警視庁のサイバー攻撃対策センターに勤務してい
る。同センターで勤務する前は、前述のように、サイバー空間の
脅威にあまりピンときていない１人であった。
　しかし、サイバー攻撃対策の最前線に立って一変。不正侵入を
検知されないよう慎重に探索を行い、自らの痕跡を完全に消し去

り、更には特定の組織だけを狙うよう記述された不正プログラムの
ソースコードを見れば、どこか架空の存在と思えた攻撃者が、突如
として、生身の、そして明確な悪意を持った人間として実像を結ぶ。

● 官民連携による対策
　私の主な仕事は、サイバー攻撃の標的となる重要インフラ事業
者等や防衛関連企業・先端技術保有企業等と連携したサイバー攻
撃対策。
　これらの企業や事業者は、複数の国家的背景を持ったグループ
から、日々、高度で執拗なサイバー攻撃を受けている。そのため、
インシデント発生時を念頭に置きつつ、平素から脅威情報の共有
を行い、また、万一の際には迅速に対処できるよう関係構築を行っ
ている。
　サイバー攻撃対策において、相対する敵は巨大。一組織による
対策には限界があり、官民連携／オールジャパンによる対処が特
に重要な分野であり、首都東京を守る警視庁もその一翼として
日々活動を続けている。

● 現場の息吹を感じて
　警視庁の基本方針には、「住民の思いを知り息吹を感じながら」
というフレーズがある。私は、約8年間の警察庁内部部局での勤
務を経て、警視庁への出向の機会を得ており、まさに今、住民の、そ
して、現場を支える警察官の方々の息吹を感じながら働いている。
　霞が関にも、力強く政策や予算を打ち出したり、細部まで神経
を注いで法令を作り上げたりするなど、独特の面白さがあるが、
都道府県警察において治安事象の第一線に立ち向かうことも、他
では得難い経験。
　警察人生の醍醐味を今実感しているところである。

サイバー攻撃対策最前線
H25年入庁

警視庁サイバー攻撃対策センター管理官

略歴
H29年８月警察庁情報通信局情報管理課係長
R２年３月警察庁情報通信局情報通信企画課
先端技術導入企画室課長補佐

諏訪　博之



H19年入庁

H16年入庁
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中堅職員としての活躍

● 情報システムの刷新プロジェクト
　令和２年３月から、警察の情報システムの刷新を担当するプロ
ジェクトチームに所属しています。このプロジェクトチームでは、
刷新・新設対象のシステムの構想の検討、予算要求、開発等を担
当しており、今現在は、システムの構想段階・開発段階のプロジェ
クトが多数並行で走っている状況です。
　警察の情報システムには国民サービスに関するものから犯罪捜
査に関するものまで様々なものがありますが、システムの力に
よって国民や警察内のシステム利用者の利便性を向上させること

がプロジェクトの大きな目的の一つです。

● プロジェクトを成功に導くために
　担当しているプロジェクトを成功させ、その先にある国民等の
利便性向上を実現するために、各プロジェクトの進捗状況や品質
を管理し、プロジェクト推進に必要な調整として、時には課題の
解決に奔走し、時にはステークホルダーへの説明を行うのが私の
役割です。
　複数のプロジェクトを担当しているので、先行プロジェクトの
反省・教訓を後行プロジェクトで生かしながらプロジェクトを進
めていますが、日々、新たな壁が目の前に現れるような状況のた
め、プロジェクトに参画しているメンバー（職場の上司・同僚、
システム開発を担当する業者等）とともに奮闘しております。

● やりがいと自分の成長
　自分が担当する業務によって国民サービスが向上する（国民の
一人である自分も便利になる）と思うと、なんとかやり遂げたい
という気持ちが高まりますし、こうした大きなプロジェクトの管
理を担当するのは初めての経験なので、新たな知識を吸収できる
ことを楽しんでいます。現在の業務を通じて、どの仕事でも役立
ちそうな、プロジェクトを順調に進めるためにおさえるべきポイ
ントを学ぶことができ、入庁15年目にしてまだまだ成長できる
ものだなぁ、と個人的には思っています。

プロジェクトとともに自分も成長

警察庁長官官房企画課
情報管理システム高度化PT課長補佐

略歴
H26年３月警視庁交通管制課管理官
H28年４月警察庁情報通信局情報管理課
課長補佐
H30年４月内閣官房サイバーセキュリティー
センター参事官補佐

中井　麻衣子

● 補佐の補佐
　平成23年11月ハノイ・ベトナム、同地において開催された第
80回国際刑事警察機構（ICPO・インターポール）の年次総会に、
警察庁の上級幹部である我が国の代表団長を中心的に補佐する先
輩の課長補佐を補佐する、つまり「補佐の補佐」のような役割で
総会に出席しました。私にとって初めての海外出張であり、今で
もその記憶は鮮明ですが、振り返ってみれば、総会の重要性、イ
ンターポールの在るべき姿、我が国のインターポールへの関与の
在り方等についての認識は十分ではなかったのではないかと思い

ます。

● 国際経験の充実
　その後、警察庁情報技術解析課の課長補佐として、インターポー
ル事務総局主催の会議やG8関係会議への参加、海外治安機関や
海外学術機関との連携強化等を通じて、多くの国際経験を積む機
会を得ました。さらに平成28年４月から３年間、インターポー
ル事務総局に派遣されることとなりました。

● 補佐の補佐から10年
　インターポール事務総局から警察庁に戻ってきた私は、令和元
年10月に開催された第88回総会（於チリ・サンティアゴ）及び
令和３年11月に開催された第89回総会（於トルコ・イスタンブー
ル）に、今度は私自身が代表団長を中心的に補佐する役割として、
総会の全ての議決案件の対処方針の立案、インターポール事務総
局幹部や諸外国の代表団とのバイ会談の企画、実施に従事しまし
た。初めて総会に出席してから10年、総会の重要性等を十分に
認識し、世界有数の大国である日本の代表団の一員として大きな
誇りと高い使命感とともに総会に臨む自分がそこにはいました。
● 次の10年
　技術系の皆様は上記のような経験、キャリアパスなど考えたこ
とはないと思いますが、次の10年は、今このパンフレットを手
に取っている好奇心旺盛で人間性豊かな皆様と一緒に良い仕事が
できることを楽しみにしています。

「補佐の補佐」から10年

警察庁刑事局組織犯罪対策部
国際捜査管理官付課長補佐
兼長官官房企画課課長補佐

略歴
H23年３月警察庁情報通信局
情報通信企画課専門官
H24年３月警察庁情報通信局
情報技術解析課課長補佐
H28年４月国際刑事警察機構（ICPO）
事務総局派遣

山﨑　隆之

H9年入庁

H10年入庁
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● 現場と情報、そして情報セキュリティ
　皆さんは、現場で活動する警察官に何よりも迅速性や的確性を
求めると思います。この迅速性や的確性を支えるのは、警察官の
豊富な経験に裏打ちされた判断とその判断に必要な情報です。そ
して、これらの情報には当然、情報セキュリティの３要素として
機密性、完全性、可用性が求められます。私は、あらゆる警察活
動において、この３要素が確保されるよう、情報セキュリティ対
策官として、警察における情報セキュリティマネジメントの運営
に携わっております。

● 情報セキュリティを取り巻く情勢
　政府では、我が国の目指すべき未来社会の姿として
「Society5.0」を提唱しています。例えば、Society5.0を実現する、
ビッグデータ、人工知能、センサーなどの技術は、現場で活動す
る警察官が取り扱う情報の質と量を格段に向上させるなど、今後
の警察活動を一変させる可能性を秘めております。
　また、日々増大するサイバー空間の脅威や組織の内外で発生す
るインシデントに対応するには、産官学との連携が不可欠になっ
ています。さらに、情報セキュリティマネジメントのフィールド
は、現場活動やデータセンター、それらを結ぶ通信インフラにと
どまらず、システム構築に関わるサプライチェーンにまで広がっ
ています。

● 経験を生かした政策の推進
　このように、現在、警察における情報セキュリティマネジメン
トは、大変重要な局面を迎えており、私は、都道府県警察での情
報管理の責任者や内閣官房での政策担当者としての経験や人脈を
大いに生かして、時には大胆に、時には緻密な政策を打ち出し、
この局面を推進力に変えようと取り組んでおります。
　あなたの目には、警察庁の総合職技術系の仕事はどのように
映っているでしょうか。ここには、幅広い活躍のフィールドがあ
り、そこにはあなたにしかできない唯一無二の仕事が待っていま
す。お目にかかれる日を心待ちにしております。

現場を足元から支える

警察庁情報通信局情報管理課
情報セキュリティ対策官

略歴
H20年３月和歌山県警察本部情報管理課長
H24年３月内閣官房内閣情報セキュリティ
センター参事官補佐
H30年４月宮崎県警察本部警務部長

大塚　祥央

● サイバー犯罪のいま
　インターネットが生活に不可欠となって久しく、日々新たな
サービスが提供される一方で、これを悪用するサイバー犯罪も後
を絶ちません。ランサムウェアによる攻撃やインターネットバン
キングによる不正送金など金銭的にも大きな被害が発生していま
す。私が室長を務める官民連携推進室では、このようなサイバー
犯罪の被害防止のための対策を担当しています。具体的には、警
察庁や都道府県警察から国民に対する広報などにより注意喚起を
行うほか、金融機関や通信事業者等に働きかけを行い、被害防止
のための対策を講じてもらうことなども行っています。

　こうした取組は、警察だけで行えるものではなく、民間の関連
団体や民間企業等との連携が不可欠です。警察としては、都道府
県警察の捜査や相談対応を通じてサイバー犯罪の手口や傾向を把
握できることが大きな強みとなっています。これに民間の関係機
関やセキュリティベンダ等の知見も得て情勢の分析等を行い、ど
のターゲットにどのように働きかけを行っていくかの検討を進め
ています。

● 室長として
　これまでの経験を振り返ってみると、不正アクセス禁止法の新
規立法PTへの参画、県警察でサイバー犯罪の捜査・対策等、様々
な立場でサイバー犯罪対策に関わってきました。ここから得られ
た経験のみならず、通信施設や情報管理システムの整備・運用等
に携わったことから得られた経験も現在の業務に大きく役に立っ
ています。このほかにも、他省庁での勤務や県警での部長職等も
経験し、それぞれでの知見や刺激を受けることができました。
現在、当室には、技術系の職員だけでなく、都道府県警察や民間
企業からの出向者など様々なバックグラウンドを持つ職員が勤務
しています。室長としては、これまでの自分の経験を活かしつつ、
このような職員の豊富な経験を活かして、効果的な対策を講じて
いけるか考える毎日です。

● みなさんへ
　技術系総合職の醍醐味は、幅広い分野での仕事を経験し、その
経験を次の一段と高い立場から活かしていけることにあると思っ
ています。やる気に満ちあふれた皆さんと仕事をできることを楽
しみにしています。

サイバー犯罪の被害を防ぐ

警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課
官民連携推進室長

略歴
H21年８月警察庁生活安全局情報技術
犯罪対策課課長補佐
H29年４月島根県警察本部警務部長
H31年３月警察庁情報通信局通信施設課
理事官

齋藤　正憲
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■ 捜査支援分析管理官の役割
　ＩＣＴ（情報通信技術）で犯人を追い詰める。これは、捜査支
援分析管理官の仕事のひとつです。都道府県警察では、情報分析
支援システム(CIS-CATS)を使って、犯罪関連情報を分析したり、
統計データや心理学的手法等を用いてプロファイリングをしたり
して、捜査の効率化を図っています。警察庁では、システムを構
築するとともに、都道府県警察に対し、活用方法や捜査手法の研
修等を行っています。
　私の元には、毎日何件も、全国の警察から、警察庁や都道府県

警察のシステムを活用し、分析し、犯人を追い詰め、検挙に至っ
た事件の報告が来ます。この報告の裏には、被害に遭ってしまっ
た国民がいるという点は残念なことですが、犯人検挙により、被
害者の無念を晴らし、再犯を防止できた点は安堵を覚えます。ま
た、全国の警察官の中には、システムを使って巧みな分析を行う
者がおり、見えない犯人を追う現場警察官の執念に畏れ入ること
もあります。こういった好事例は全国の警察に紹介し、捜査力の
向上を図っています。

■ 安全・安心への思い
　私は、29年前、「日本の安全・安心は世界に誇れる。大学で学
んだ技術知識を活かして日本の安全・安心に貢献したい。」と思
い警察庁に入庁しました。入庁後は、警察庁や内閣官房でシステ
ム開発を長く担当しました。また、府県警察の管理官、課長とし
て現場に近い立場で経験を積むとともに、県警のナンバー２であ
る警務部長として警察行政、組織、人事、予算全般についての経
験を積んできました。そして今、システムを運用する側の責任者
としてシステム開発に携わり、予算を確保し、県警に運用方法等
を指導する立場となりました。入庁当時の、安全・安心への思い
が形になりつつあることに、喜びを感じています。仕事に何を求
めるかは人それぞれですが、安全・安心に興味があれば、ぜひ警
察庁を訪問してみてください。

ＩＣＴで犯人を追い詰める

H5年入庁

警察庁刑事局捜査支援分析管理官

略歴
H17年３月警察庁情報管理課課長補佐
H23年７月内閣官房
H27年８月岩手県警察本部警務部長
R２年３月岡山県情報通信部長

種田　英明

第 2章　警察庁技官の活躍

ベテラン職員としての活躍

■ 公共空間化するサイバー空間とリスクの拡大
　近年の新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、テレワークや
電子決済サービスの普及、行政手続のオンライン化等が加速し、
インターネットを基盤とするサイバー空間は、地域や年齢を問わ
ず多くの国民が参加する、これまで以上に公共性の高い場所へと
なりつつあります。
　その一方、スマートフォン決済サービスの不正利用事犯や企業
を狙うランサムウェアといったサイバー犯罪が相次いで発生する
など、サイバー空間をめぐる脅威の情勢は極めて深刻であるのも

事実です。サイバー空間の脅威に対処するに当たって、全国に拠
点を構え、多くの高度な専門的知見を持つ技術者集団を擁すると
いう強みを持つ警察への期待はこれまでになく高まっています。

■ 警察のサイバー対処能力の強化に向けて
　現在、私は警察におけるサイバー政策の責任者として、サイバー
分野における部門間の調整、サイバー空間の脅威に対処するため
の人的基盤の強化、国際連携及び官民連携の推進等を担当してい
ますが、特に、現下の厳しい情勢を受け、警察のサイバー対処能
力の更なる強化を図るため、警察庁にサイバーに関する機能を一
元化した組織等を新たに設置するための作業を鋭意進めていると
ころです。
　新たな組織では、幅広い情報収集・分析、国民に対する的確な
情報発信、事業者と連携した被害防止対策、迅速な国際捜査、産
学官連携や人材育成といった面でこれまで以上に多くの成果が得
られるものと期待しています。

■ デジタル社会の安全安心を守る
　警察庁の総合職技術系職員には、技術的な素養・知見を持つリー
ダーとして、第一線での警察活動、国民の安全安心を守るための
立法作業や制度づくりなど、非常に幅広い領域での活躍が期待さ
れています。これから到来する本格的なデジタル社会において、
国民の安全安心の確保に貢献したいという意欲のある方々にとっ
て、警察庁は格好のフィールドであると確信しています。

デジタル社会の安全安心を守る

S63年入庁

警察庁情報通信局長
（前 警察庁長官官房サイバーセキュリティ・
情報化審議官）

略歴
H６年４月国際刑事警察機構（ICPO）事務総局
H22年２月内閣官房
Ｈ28年７月警察庁情報通信局
情報技術解析課長
Ｈ29年９月石川県警察本部長
Ｒ1年８月警察庁生活安全局
情報技術犯罪対策課長
Ｒ1年９月警察庁長官官房サイバー
セキュリティ・情報化審議官

河原　淳平
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　警察法第2条は、「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に
任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締そ
の他公共の安全と秩序の維持に当たることをもってその責務とす
る。」と規定します。
　今、職業を選ぼうとしている人に何を伝えれば良いのか。自分
が就職先を思案していた35年以上も前のことを思い出してみま
した。当時は、バブル絶頂期の手前で、日本中が好景気に沸いて
いました。そんな中、学生ながら拝金主義的な世相に違和感を覚
え、世の中の役に立つ仕事に就きたい、と思ったことが、警察と

いう職業を選んだ動機の一つでした。とは言え、その時点では、
大学の工学部で学んだ私が警察の中でどのように役に立てるのか
具体的に想像することはできておらず、多くのことは考えず、警
察の門を叩いたように思います。
　しかし、警察に入り、技術者が貢献できる場所が数多くあるこ
とに気づくまでに時間はかかりませんでした。私がこれまでに携
わってきた情報通信システムの整備運用、サイバー犯罪・サイバー
攻撃対策に限らず、装備、防犯技術、交通管制、NBCテロ対策
など警察には技術的知見が求められる分野がとてもたくさんあり
ます。
　また、防衛庁や内閣衛星情報センターに出向した際に携わった
業務も、技術的知見無しでは対応できない安全保障に関わる重要
なものでした。また、外交官として経験した国際的な業務は、そ
の後のサイバー犯罪、サイバー攻撃に対する国際的な連携を強化
していく上でとても役に立ちました。
　このように警察での仕事はやりがいがあり、そして、常に好奇
心を満たしてくれるものでしたが、今、最も感じているのは、警
察には尊敬できる先輩、同僚がたくさんいて、そういった人たち
と一緒に仕事をできたことが自分を成長させてくれたという感謝
の気持ちです。
　警察には、皆さんが充実した人生を送るために十分広い舞台が
あり、そして、志を同じくする先輩、同僚がいます。
　皆さんが仲間に加わってくれることを期待しています。

警察で充実した人生を

S62年入庁
前 警察庁情報通信局長

略歴
H7年3月防衛庁
H16年5月在セルビア・モンテネグロ日本国大使館
H25年4月警察庁警備局警備企画課サイバー攻撃対策官
H30年3月警察庁情報通信局通信施設課長
H31年3月内閣衛星情報センター総括開発官
R3年1月警察庁情報通信局長

砂田　務
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■ 情報通信部の役割
　都道府県情報通信部は、警察活動に不可欠な情報通信ネット
ワークの整備・運用、有事の際の情報通信対策、犯罪に使用され
た電子機器等の情報解析等を行って、都道府県警察を技術的に支
えています。
　情報通信部長の役目は、警察本部の幹部会議に参画するなどし
て管内の情勢や現場警察の要望を把握することにより、それに応
えるための各種施策を検討・実施し、第一線の情報通信部及び職
員を導いていくことです。

■ 貴重な経験
　茨城県では、2020年東京オリンピック競技大会関連として聖
火リレー及び男女サッカー競技が開催され、警察本部長の指揮に
よる大規模警備を行いました。情報通信部では、警備現場で活動
する警察官が使用する各種通信機器の配備、警察本部に置かれた
警備実施本部への情報通信部隊による映像配信、サイバー攻撃対
策の実施等の情報通信対策を行い、コロナ禍での困難なオリン
ピック関連警備の完遂に寄与しました。
　私自身も、事前に警備現場を実査して各種通信機器の設置状況
等を確認し、当日は警備実施本部で情報通信部隊を指揮するなど、
貴重な経験を積むとともに、大きな達成感を得られました。

■ メッセージ
　社会情勢や犯罪情勢の変化、技術の進展等に伴い、警察情報通
信においても警察行政のデジタル化、行政手続のオンライン化、
サイバー空間の更なる脅威への対処等が求められています。
　警察庁で全国的な対処
方針を決めていくことも
面白いですが、全国方針
を踏まえ、現場警察の
ニーズに応えるべく、第
一線の情報通信部を運営
していくこともやり甲斐
があります。

第一線の警察情報通信

H5年入庁

関東管区警察局茨城県情報通信部長

略歴
H18年３月警察庁情報通信局
通信施設課課長補佐
H24年３月警察庁情報通信局
情報通信企画課理事官
H28年４月警察庁情報通信局
情報管理課情報セキュリティ対策官

森田　正敏

第 2章　警察庁技官の活躍
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National Police Agency　28

第 2章

　いにしえの都、奈良で鹿に囲まれて県警察の本部長として勤務
しています。技術系公務員を目指す方々にとって、「県警本部長」、
頭の中に「？」が浮かんでいる方も多いのではないでしょうか。
30数余年前技術系公務員として採用された私も、当時本部長に
なるとは露とも思わなかったものです。
　ところで、本部長として各種事件捜査の進展を見守る中で、防
犯カメラ捜査、スマホの履歴解析、ドライブレコーダ解析、
SNS捜査などにおいて、言うまでもなく、デジタルデータを証
拠化していくことは基本中の基本となっていることを実感する一

方で、児童虐待やドメスティックバイオレンス事案やSNSに関
連する事案など、デジタル化の進展する社会の中でより複雑化し、
むしろこれまでの常識では理解しがたい様相を示していることも
日々実感しているところでもあります。
　そのような状況の中で技術系出身の本部長として日々何ができ
るか自問自答しているところでもあり、一つはより普遍的に警察
官が誰もが使えるデジタルツールの導入を進めること、一方でよ
り高度な分析を可能として施策の立案に効果が期待できるシステ
ム導入を進め、また、その効果検証も進めていくことも必要と思っ
ているところです。
　システムの構築・導入のみならず、少子高齢化、人口減少や人
口移動といった社会の変化に伴う各地域の治安に対応した交番・
駐在所に見直しや組織の再編など統計や分析など理系的な視点・
知見に立っての施策の立案も推進しているところです。
　学生の中には治安のプロや専門家はおらず、大学生活などで学
んだ技術や理論が直ちに直結しなくとも、その学んだ知識や思考
過程が、警察の活動に大いに役立つものと思います。様々なバッ
クグランドを持ち専門的な能力を持つ者が協力・切磋琢磨し相互
に連携して、より強力な組織力を発揮することができれば、日本
の治安がまた一歩良くなるものと期待しております。社会情勢が
大きく変化していく中で強い意志を持ち、かつしなやかに対応で
きる方が入庁され、これからの日本の治安を担っていただけるこ
とを期待します。

デジタル化と割り切れない
警察事象

略歴
H10年３月滋賀県警察本部情報管理課長
H21年７月青森県警察本部警務部長
H29年８月警察庁情報通信局情報技術解析課長
H31年３月警察庁情報通信局情報管理課長

大橋　一夫
奈良県警察本部長

■ 警務部長って何？
　私は現在三重県警察本部で警務部長をしています。刑事や交通
などと異なり、警務という言葉には、皆さんなじみが無いと思い
ますが、三重県警察の総務、人事、福利厚生、会計、施設等の整備・
維持、情報管理といった、部門横断的に行う業務を担っていると
いえば、なんとなく想像できるでしょうか。犯罪の被害者の方々
への支援や留置管理といった業務も担当しています。

■ 技官としての経験や知識は生きるの？
　私自身が犯罪捜査を指揮することはありませんので、いわゆる

華々しさというものはあまりありませんが、装備の充実なども含
めて良好な職場環境や職員の処遇に直結する業務が多く、下した
判断が、組織全体の業務効率や職員の士気にも大きな影響を与え
ることから、決しておろそかにできる業務ではありません。これ
らの業務は、皆さんが抱く技術系職員の業務のイメージとはかけ
離れているかもしれませんが、現状をよく把握しながら課題を分
析し、解決策を提案するとともに、解決に当たって関係者間で利
害が対立するときには調整を行い、合意を形成しながら仕事を進
めるという仕事をする上での基本は、情報通信部門の業務を含め
て他の多くの仕事と変わりありません。更に、最近では、効率的
に業務を実施するにはデジタル技術の活用は不可欠となっていま
すし、デジタル技術の進展や普及によってサイバー犯罪対策の強
化が急務となっており、その人材育成への対応なども検討しなけ
ればなりません。このような業務に相対すると、情報通信部門で
関わった様々なシステムの整備・維持や情報技術の解析における
経験を生かせるなと感じることも多々あります。

■ 技官としての仕事にフィードバックできることはあるの？
　また、情報通信部門の業務の多くが、一線の警察職員にサービ
スやシステムを提供することである中、その評価を実際に目にで
きる絶好の機会でもあり、その評価に一喜一憂することもありま
すが、自分のやった仕事を、その仕事の結果を享受する側から見
ることができる機会がキャリアパスの中にあるというのは、自身
が成長する上で非常に恵まれているのかなと思います。

　このような経験ができる警察庁の情報通信部門で皆さんも一緒
に仕事をしてみませんか。

県警本部の部長として

H9年入庁

三重県警察本部警務部長

略歴
H15年３月福井県警察本部ハイテク犯罪
対策技術支援室長
H22年３月長崎県警察本部交通規制課長
H27年３月警察庁情報通信局
情報通信企画課課長補佐
H28年７月警察庁情報通信局
通信施設課理事官

河石　勇
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■ 国から地方へ、一担当から組織の長に
　元気に出勤する課員たちと挨拶を交わしながら、淹れたての
コーヒーを啜る…こうして一日の仕事が始まります。
　前職である警察庁の採用担当と打って変わって、今は、「日本
一暮らしやすい埼玉県」の実現に向け、県民生活を脅かすサイバー
犯罪に対処する組織の責任者です。捜査指揮、イベント主催、広報、
警察署への指導、県議会出席、人事管理等々、所属長の仕事は多
岐にわたりますが、これまでの十数年間、庁内外での勤務を経た
自身の成長に確かな手応えを感じつつ、新たな壁に挑み続ける毎
日は充実しています。

■ 数字のみでは見え難い、現場の風景
　「刑法犯認知件数が戦後最少を更新」とされる中でも、犯罪情
勢がリアルタイムに見える立場に身を置くと、とても多くの方が
犯罪被害に悩まされている現状を目の当たりにします。また、新
たな技術・サービスは私たちの生活の利便性を高めてくれていま
すが、捜査を進める過程で、それらが実に巧みに悪用されている
実態が明らかになることも少なくありません。
　依然として、厳しい情勢にあることを痛感します。

■ チャレンジングな日々を、頼れる仲間と共に
　現実空間とサイバー空間、都道府県境や国境、様々な境界を容
易に越えて敢行される犯罪に立ち向かう中で感じるのは、仲間の
頼もしさです。
　捜査力、技術力、企画力、調整力、判断力…様々な素養を持ち、
志を同じくする警察職員が、全国各地で懸命に働いていることは、
我々の大きな強みです。今後もハイスピードで変わりゆくであろ
う犯罪情勢に的確に対応するため、いかにして個々の良さを伸ば
しつつ、総合力を発揮するか。しっかりと将来を見据えた組織運
営が求められることを、組織の管理者として実感しています。
　そして、バラエティ豊かな70人超を擁する組織を率いている
と、働きやすい職場環境の大切さを常々感じます。ワーク・ライフ・
バランスの確保は、持てるパフォーマンスの発揮に通じ、良い成
果や個人・組織の成長へとつながる。この好循環を生むための環
境づくりの責務を負う身としては、明るい表情と声が行き交う朝
にホッとし、次なる壁に挑む力を得ます。

未来を守る　最前線から

H18年入庁

埼玉県警察本部生活安全部
サイバー犯罪対策課長

略歴
H27年３月警察庁警備局警備企画課課長補佐
H29年３月防衛省整備計画局情報通信課
情報化推進室先任部員
H31年３月警察庁情報通信局情報通信企画課
課長補佐

松尾　直樹
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■ 警察庁を選んだわけ
　学生時代には火山の研究をしていました。火山学は大自然を相
手にしたスケールの大きいものですが、日々の研究で重要なのは
数十年、数百年先の噴火を見据えた、すぐには結果の見えにくい
地道な作業の積み重ねです。一方、警察の仕事は非常に身近で毎
日のように新聞やメディアに登場します。そこに火山研究とは違
う新鮮味を感じました。また、人として生まれてきたからには、
世のため、人のためになる仕事がしたいと考えていたことも、「公
共の安全と秩序の維持」という責務を持つ警察を選んだ理由に
なったと思います。

■ 交通技官として
　入庁して20年以上が経ち、いろいろな業務に従事させてもら
いましたが、今の時点で一番長く携わったのは交通警察になりま
す。
　警察は、警察庁という国の組織と都道府県警察という地方の組
織が一体となって動いており、私たちも国と地方とを行ったり来
たりします。例えば、佐賀県警の交通規制課では、大規模マラソ
ン大会での交通対策や信号機の新設など、地域の生活に密着した
仕事に従事していることを実感できました。また、警察庁交通局
では自動運転車に信号機の情報を伝えるための調査研究を進める
一方で、今勤務している警視庁では、警察庁の調査研究を踏まえ
実際に東京臨海部に信号情報提供のためのインフラを設置するな
ど、連携して自動運転の実用化に向けた環境整備に取り組んでい
ます。
　振り返ってみると、国の仕事、地方の仕事、他省庁と様々な業
務を経験してきました。これからもどうなるか予想が難しいです
が、今後も初心を忘れず、誇りと使命感を持ち続けたいと思って
います。

初心忘るべからず

H11年入庁

警視庁交通部交通管制課長

略歴
H20年３月内閣官房内閣情報セキュリティセンター
参事官補佐
H25年８月佐賀県警察本部交通部交通規制課長
H31年４月警察庁交通局交通企画課
理事官（ITS・自動運転担当）

根木　まろか
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■ 新型コロナによる急速な変化への対応
　新型コロナウイルス感染症により、様々な行動制限を余儀なく
される中、効果の高いワクチンが開発されたことから、希望する
者に対していかに円滑にワクチンを接種し、社会経済活動の再開
につなげていくことができるかが、各国における課題となりまし
た。
　当時は、政策決定への活用や国民への情報提供に不可欠となる、
ワクチン接種の状況を全国的に把握する十分な仕組みが存在しな
かったことから、ワクチン接種が本格的に始まる３か月弱の間で
ワクチン接種記録システム（VRS）を開発することとなり、私
も検討チームに加わることになりました。

■ 政官民一丸で困難に立ち向かう
　VRSの検討は、大臣補佐官を中心に、様々な省庁、自治体、
民間企業出身のメンバーからなるチームにより行われました。当
時、既に一定の仕様に基づき接種事業の準備が自治体において進
められており、システム化の観点では思うような仕様になってい
ないなど、極めて短期間かつ限られた条件下でのシステム開発と
いう難しいものでしたが、毎晩のミーティングと検討を重ね、自
治体や関係団体へのできる限りの説明により御協力をいただいた
こともあり、高齢者への接種開始に合わせてVRSの稼働を実現
することができました。その後も、職域接種や３回目接種といっ
た接種事業の変化や自治体・医療機関からの要望に対応し続けた

ほか、海外渡航等に用いる接種証明書の企画立案やそのデジタル
化に係る業務にも携わりました。

■ 国家公務員として生きること
　警察庁総合職技官は、警察に関係する業務だけでなく、他省庁
において、様々な省庁、民間企業の出身者とともに、国全体とし
て対処しなければならない課題にかかわる業務に携わることがで
きる機会も少なくありません。
　そうした業務で大変な時がある一方で、ワークライフバランス
への配慮もなされています。この原稿執筆時点で、私は育児休業
を取得しており、妻と一緒に産まれたばかりの娘の成長を見守っ
ています。仕事も家庭も充実した生活を実現できるのが、この仕
事の魅力ではないかと思います。

政官民一丸で新型コロナに立ち向かう

H22年入庁

デジタル庁国民向けサービスG・
内閣官房副長官補付 参事官補佐

略歴
H23年７月警察庁情報通信局情報管理課係長
H27年12月内閣官房内閣サイバーセキュリティ
センター政府機関総合対策G主査
H30年４月愛知県警察本部情報技術戦略課管理官

眞弓　隆浩

■ 真のDXを！
　いま日本は、「デジタル改革」の名の下、政府一丸となって、
DXが進めており、私も経済産業省のDXを進める最前線にいます。
　DXと言っても、書類で行っていた手続をメールで送れるよう
にすればできたと思う方もいるかもしれませんが、それではただ
オンライン化しただけであり、本当の意味でのDXとは言えませ
ん。ユーザーの利便性を向上するとともに、蓄積されたデータの
分析により制度や施策をより良いものにしてこそ、意味があるも
のとなります。
　しかし、それが故にDXは簡単なものではなく、まだ対応方針
が決まっていない制度・手続も多くあります。そのような検討の
進んでいない所属に働きかけて、業務の見直しや行政サービスの
DXを進めています。

■ このチームだから得られること
　現在の所属の大きな特徴として、民間のIT分野出身の非常勤職
員が多く在籍しており、行政官と民間人材が両輪となって、制度・
運用面、技術面の各課題の解決に向けて検討を進めています。日々
新しい考え方や知識に触れる環境であり、非常に新鮮であるとと
もに、自身の意識も変革しています。組織全体が、真のDXを進
めて行くためには、そのようなDXマインドを波及させていくこ

とが重要であり、自身に課された重要なミッションだと思ってい
ます。

■ 対岸から見る景色
　経済産業省、特に、現所属では、霞ヶ関の常識にとらわれない、
より民間の感覚を肌に感じながら業務を行っており、警察庁とは
文化や風土も全く異なる、いわば対岸とも言える環境だと思いま
す。
　そんな対岸に身を置く中でも感じるのは、どんなに立場が違っ
ても、「国民のため」に行政サービスをより良くしていくという
ことが重要です。そのため、立場の違うもの同士が根気よく対話
をしていくことの重要性も感じております。

国民のためにDXを推進する

H28年入庁

略歴
H29年８月警察庁情報通信局情報通信企画課係長
H30年７月警察庁交通局交通企画課
自動運転企画室兼交通規制課係長
R２年３月警察庁情報通信局情報通信企画課係長

経済産業省商務情報政策局
情報プロジェクト室係長 
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　2021年9月まで、ロンドンにある在英国日本国大使館で一等書記
官として勤務していました。外交官として、日英のつながりを強化す
べく、カウンターパートの理解を深め、必要なときに話ができる関係
を構築して情報収集・調整に当たります。他国政府関係者を前にする
と、自ずと国という観点でものを考えるため、国家公務員らしさを実
感しやすいポストと言えるかもしれません。英国のEU離脱や新型コ
ロナウイルスのパンデミックなど社会情勢の目まぐるしい変化の中、
G7サミットといった案件もあり、日英の関係者と協力して取り組ん
だことが思い出されます。

　日々、英国の法執行機関やサイバー機関との調整等に従事していま
したが、パンデミックとなってからは、前例のない状況下、どのよう
に業務を遂行するか模索することとなりました。対面で会うことが制
限されるなど、難しい面もありましたが、今しかできない希有な経験
と捉える冷静さも英国で学んだように思います。
　また、人に恵まれたのは幸いでした。社会正義の実現を目指すスタ
ンスは普遍的であり、目的意識を共有できる心温かい同僚やカウン
ターパートに幾度も励まされました。調整に当たっては、日英で文化
や考え方が異なる面もあることを念頭に置き、日本側の事情や要望を
わかりやすく説明することに努めました。これらは、課題解決に向け
て、専門家の協力を仰ぎ、つないでいくという渡英前の経験とも通じ
るところがあります。サイバーであっても、国境を越えても、人と人
とのつながりが勘所というのが私の実感です。
　社会が変化する中、組織が単独で目的を達成することは難しくなっ
ており、「連携」は今後更に重要性が増すのではないでしょうか。国内
外の専門家と連携し、国の政策を考えていくというミッションに関心
を持たれる方のご来庁をお待ちしています。

日英をつなぐ警察アタッシェとして日英をつなぐ警察アタッシェとして日英をつなぐ警察アタッシェとして日英をつなぐ警察アタッシェとして

H13年入庁

警察庁長官官房会計課装備室理事官
（前在英国日本国大使館一等書記官）

略歴
H24年３月長崎県警察本部交通規制課長
H26年９月警視庁サイバー犯罪対策課管理官・
日本サイバー犯罪対策センター（JC3）派遣
H28年３月内閣官房内閣サイバーセキュリティ
センター参事官補佐（重要インフラ）
H30年７月在英国日本国大使館一等書記官

尾崎　浩一

◯ 国際警察協力を支える基幹システム “I-24/7”
　国際刑事警察機構（ICPO/インターポール）は国際警察協力を支え
るシステムとしてI-24/7を運用しております。日本を含む各国の警察
当局は、I-24/7経由で犯罪情報データベースにアクセスしたり、他国
の警察当局との情報交換を行ったりしています。私は、このI-24/7の
機能が加盟国においてより広範囲で利用されるよう、加盟国と共にプ
ロジェクトを推進しております。特に、国によって事情が大きく異な
ることから、相手の話をよく聞いて、どのような提案が加盟国にとっ
て利益になるのか考える日々です。加盟国の方々から感謝の言葉を聞

くと、自分自身の業務の重要性を再認識するとともに、「次もがんばろ
う。」という気持ちになれます。

◯ 世界から集まるエキスパートとの仕事
　現在、業務の一環として、国連対テロ対策事務所（UNOCT）が主
導するプロジェクトに参加しております。このプロジェクトは、国連加盟
国におけるテロ対策を強化するものであり、私はインターポールを代表
する立場で参加しております。他の国連機関からは、各分野で多くの経
験を積み重ねたエキスパートが参加してきており、彼らの経験値の高さ
に感銘を受けるとともに、私も彼らと対等な立場で仕事ができるよう、
日々、自身の能力向上に努めております。世界から集まるエキスパート
集団と共に仕事ができるのは、やはり、インターポールの醍醐味でしょう。

◯ 外国語を駆使する
　インターポールの公用語は、英語、フランス語、スペイン語及びアラビ
ア語です。英語を用いる場面が多いですが、フランス語圏の加盟国や国
連機関との間でミーティングを行う場合には、フランス語を用いること
もあります。私自身も、まだ完璧とはいきませんが、フランス語で議論に
参加したり、プレゼンテーションを
行ったりしています。語学習得は、なか
なか大変な取組みですが、実際に、自分
が外国語で話した内容が相手に理解さ
れ、賛同を得られた際には達成感を感
じます。引き続き語学学習の日々です。

世界で働く技官世界で働く技官世界で働く技官世界で働く技官

H21年入庁

国際刑事警察機構（ICPO）派遣

略歴
H22年７月警察庁情報通信局情報通信企画課係長
H26年８月行政官長期在外研究員（英国留学）
H31年４月警察庁刑事局国際捜査管理官付
課長補佐

森川　泰成
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◯ インターポールという職場
　東南アジアのエネルギッシュな雰囲気に満ち、多様性に富んだこの
シンガポールの地から、世界の警察活動にイノベーションを届ける。
私の現在の業務です。国際刑事警察機構（ICPO/インターポール）は
世界194か国・地域が加盟する国際的な組織であり、そこでは世界各
国から集まった職員が世界の警察活動を支えるために日夜議論を重
ね、知恵を絞っています。私はその中でも、平成27年にシンガポー
ルに開所したINTERPOL Global Complex for Innovation（IGCI）
において、最先端の技術や革新的なソリューションをいかにして警察
活動に役立てるのかを検討し、世界中の専門家や法執行機関の職員と
議論を重ね、その成果を加盟国に共有しています。自分の仕事が世界
中に届けられることは、まさにインターポールのような国際的な組織
でしか得られない経験であり、警察庁での勤務とはまた違ったやりが
いを感じています。

◯ ここだからこそ感じること
　インターポールでの勤務では業務上加盟国との連絡・調整等を行う
ことも多いのですが、このような業務を通じて、各国の警察制度、治
安状況、抱えている課題等がまさに千差万別であり、一つとして同じ
状況にはないということを見て取ることができます。このようなこと
を肌で感じることができるのもインターポールでの勤務における貴重

な財産であり、ここでの業務のみならず、日本への帰国後の対外的な
業務にも必ず生きてくると確信しています。

◯ 10年後の自分
　あなたは10年後の自分を想像できますか。私が就職活動をしてい
たのはちょうど10年前でしたが、正直なところ、10年後にこうして
海外で仕事をしているとは思ってもいませんでした。もしかしたら、
今から10年後にこのインターポールにいるのはあなたかもしれませ
ん。警察庁には、あなたが想像するよりも遥かに大きなフィールドが
待っています。ぜひ当庁にお越しいただき、その魅力を探ってみてく
ださい。

世界の舞台で世界の舞台で世界の舞台で世界の舞台で

H24年入庁

国際刑事警察機構（ICPO）派遣

略歴
H27年12月警察庁生活安全局
情報技術犯罪対策課係長
H29年７月米国留学
R１年７月警察庁情報通信局情報管理課専門官

田嶋　龍

◯ “Where the World Connects.”
　私が学ぶ大学院はこう呼ばれています。世界有数の大都市ニュー
ヨークに所在し、100近い国と地域からリーダーを志す学生が集まる
ことがその由来であり、授業はさながら国際会議のようです。私はこ
の「世界の結節点」でサイバーセキュリティ対策を中心に国際安全保
障政策を専攻しています。

◯ 背負うべき期待と責任の実感
　ある講義での一コマ。「サイバー空間を安全・安心なものとするため
にはどのような政策が必要か。」現下の厳しい情勢を踏まえ、討論は
白熱。スピーディな議論の応酬に遅れるまいと、私も競うように挙手
をする。教授から指名されると、教室は静寂に包まれ、真剣な眼差し
が向けられる。その瞬間、「世界一安全な国」の警察官僚として、日本
を代表して発言することに緊張を覚えるー
　このような場面が繰り返される毎日は、刺激的でありつつも、確か
な英語力はもとより、広範な知見や深い理解、瞬発力が必要となるた
め、厳しい試練でもあります。ただ、警察庁での勤務経験に基づく意
見に賛同が得られることで手応えを感じると同時に、周囲から日本へ
の敬意や期待が伝えられるたびに、少しの誇りを感じつつ、身が引き
締まる思いです。

〇 米国から、日本の未来を描く
　このような、著名な教授陣による講義、学生達との討論・交流を通
じた上質なインプット・アウトプットを数多く行うことに加え、何気
ない日常で目の当たりにする社会の分断と混乱からも示唆を得ていま
す。そして、それらを糧に、行政課題について俯瞰的に考察を深め、日
本の未来を思い描くことができる貴重な機会であると感じています。
私は、治安に責任を持つ行政官として、個の能力を高めることが日本
をより安全・安心な国にするために不可欠だと思い、留学を決意しま
した。新たな知力を修得することは容易なことではありませんが、今
日も日夜奮闘する警察官達を思い、自らの使命と矜持を胸に、熱気あ
ふれる教室に飛び込んでいます。

「世界一安全な国」の警察官僚として「世界一安全な国」の警察官僚として「世界一安全な国」の警察官僚として「世界一安全な国」の警察官僚として

H26年入庁

米国・コロンビア大学国際公共政策大学院留学中

略歴
H27年６月警察庁情報通信局情報通信企画課係長
H29年４月警察庁長官官房参事官
（サイバーセキュリティ対策）付係長
H30年８月警察庁情報通信局通信施設課係長

西山　裕
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職 員 の 素 顔

　「ここのフェルマータはあっさり、次のは長めに。」「ここ、テンポ
を少し速めでお願いできますか。」防犯啓発コンサートへのソロ歌手
としての出演予定の私は、現在、県警音楽隊との練習の真っ最中です。
当日は、サイバー犯罪対策課の一員として、フィッシングや偽ショッ
ピングサイトに関する講話もする予定です。

　オペラを歌い始めたきっかけは、20年前、大学合唱団時代に習っ
ていた先生の勧めでした。入庁後に続けられる自信は当時ありませ
んでしたが、周囲の理解もあり、ありがたいことにずっと続けられ
ています。
　音楽のおかげで、初めての土地でも人間関係が広がります。例えば、
シドニーに留学した際には、サイバーセキュリティの修士号取得の

傍ら、レッスン、ワークショップ、大学のイベント参加等を通じて、
多くの友人ができました。幸運にも、現地でソロコンサートや、大
学の卒業式で歌唱する機会も得られ、その際に共演したピアニスト
とは家族ぐるみの付き合いが続いています。コロナ禍で全く活動で
きない時期もありましたが、引き続き、生涯の活動として続けてい
くつもりです。

　さて、そろそろ合同練習も終わりのようです。仕事で歌う機会が
与えられた幸運に感謝しつつ、本番は全力を尽くす所存です。が、
その前に、部下から、取扱中の事件の捜索終了の連絡が来ました。
今から本部の執務室に帰って捜査会議です！

ライフワークとしての音楽活動ライフワークとしての音楽活動ライフワークとしての音楽活動ライフワークとしての音楽活動

愛知県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課長

略歴
H24年４月愛知県警察本部サイバー犯罪対策課管理官
H26年３月警察庁情報技術解析課課長補佐
H27年３月警察庁総務課サイバーセキュリティ参事官室課長補佐
H29年３月警察庁刑事企画課課長補佐
H30年12月オーストラリア留学
R１年12月警察庁情報通信局情報通信企画課付

横山　弘泰
平成17年入庁

　警察庁技官の活躍の場の広さは、私の略歴を見れば一目瞭然です。
様々な業務に触れ、それを自分の得意分野として積み重ねられるこ
とは、私にとって大きな強みであり楽しみです。現在は、神奈川県
警察の交通規制課長として、県内の交通の安全と円滑を確保すべく、
日々奔走しつつ、交通分野を新たな得意分野とするため、知識と技
術を磨いています。

　右の写真は千葉県某所にある私の自宅です。…というのは大ウソ
ですが、それくらいの気持ちで通い詰めて約15年、今でこそ少なく
なりましたが、独身の頃は年間100回以上通ったこともあったかも
しれません。
　ここ東京ディズニーリゾートは、かのウォルト・ディズニーが「ディ

ズニーランドは永遠に完成しない」と言ったとおりに日々変化・発
展し続けており、私にとってまだまだ未知・未踏の部分はあるものの、
自分の庭のように遊び、楽しみ、癒されてきた場所です。
　約15年の間、就職し、結婚し、子供を授かり、記念日の多くはリゾー
ト内の馴染みのレストランやラウンジでお祝いをしています。妻の
機嫌が悪くなるので大きな声では言えませんが、妻より付き合いの
長い仲の良いキャスト（スタッフ）も何人もいます。
　現下の状況では、まだ以前のように気楽に通えなくて残念ですが、
それでも節目には足を運び、安らぎと充実のひと時を味わっていま
す。

住めば都、挑めば得意分野住めば都、挑めば得意分野住めば都、挑めば得意分野住めば都、挑めば得意分野

神奈川県警察本部交通部交通規制課長

略歴
H23年７月警察庁長官官房総務課企画参事官室
（現長官官房企画課）係長
H27年８月内閣官房国家安全保障局参事官補佐
H30年8月警察庁刑事局刑事企画課課長補佐

大川　広
平成21年入庁

オペラ歌手

ズニーラ

ディズニー
マニア
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　国際テロリズム対策課では、イスラム過激派等による国際テロに
関する情報収集・分析や国際会議等への対応を行っています。私は
現在、こうした業務を行う傍ら、国際テロ対策のための資機材整備
や予算確保、都道府県警察からの問合せ対応を行っています。
　テロ活動に悪用され得る科学技術等が注視され、技術系人材のニー
ズが高まっている中、特に、技術や資機材の整備導入は、現場のテ
ロ対策活動にも直結するものであり責任重大な仕事ですが、日々や
りがいを感じています。

　私の趣味の一つに和楽器があります。学生の頃に
こと

箏を部活動で弾
いていたことがきっかけとなり、現在は、自分用の箏を自宅に置い
ています。自分で演奏するのは箏のみですが、最近では箏や三味線

等の和楽器によるバンド活動グループもあり、そういった演奏を聴
きに行くのも好きです。箏・和楽器と聞くと、古典的な演奏のイメー
ジを抱かれるかと思います。しかし、今はそれだけにとどまらず、
むしろ和楽器バンドは、皆さんが普段イメージする「音楽バンド」
と思っていただいて大差ありません。ポップなミュージックから日
本らしい旋律を現代風にアレンジしたものまで、演奏される音楽は
幅広く、格好良い演奏にはいつも魅了されます。
　ちなみに最近は、運良くチケットが当選した中国伝統楽器（箏の
起源は中国の伝統楽器です）と交響楽団のコラボレーションオーケ
ストラコンサートに行くことを一つの楽しみに日々の仕事を頑張っ
ています。

伝統音楽に触れてリフレッシュ！伝統音楽に触れてリフレッシュ！伝統音楽に触れてリフレッシュ！伝統音楽に触れてリフレッシュ！

略歴
R１年８月近畿管区警察局兵庫県情報通信部（地方実務研修）
R２年６月警察庁情報通信局情報通信企画課係長

平成31年入庁

　私は現在、犯罪捜査を支えるデジタル・フォレンジックやサイバー
攻撃対策の技術支援を行う情報技術解析課で、課全体の方針に関す
る企画や他所属との調整を行う窓口を担当しています。国民の安全・
安心を守る警察活動の中で、課として・技術系職員としてどう貢献
していくべきなのかを考えながら、責任感を持って業務にあたって
います。

　10m先の蟻、50m先の１円玉･･･これらは私が撃ち抜く自信があ
るものです。と言っても業務で銃を撃つわけではなく、大学から始
めた射撃競技を休日に趣味として続けています。
　「射撃」というと飛んでくる皿を撃つクレー射撃のイメージが強い
かと思いますが、私が趣味としているのは固定された標的の中心を

狙うライフル射撃です（もちろん、蟻や硬貨は撃ちません！）。スポー
ツとしては珍しく、競技中のほとんどの時間は体全体を完全に静止
させることを目指しており、「心臓の鼓動が邪魔をする」と言われる
ほどです。少し変わった競技ですが、自分の身体の状態とメンタル
をコントロールして、狙った場所を正確に撃ち抜けたときの独特な
満足感にはまってしまいました。たまに大会に出ては、その度に射
撃って楽しいなあと改めて感じています。生涯スポーツとも言われ
る射撃競技、これからも続けていきたいです！

目標を撃ち抜く目標を撃ち抜く目標を撃ち抜く目標を撃ち抜く

令和2年入庁

警察庁警備局外事情報部
国際テロリズム対策課係長

箏曲演奏

狙うライ

ライフル射
撃

略歴
R２年７月関東管区警察局神奈川県情報通信部（地方実務研修）

警察庁情報通信局情報技術解析課係長
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求める人材

警察庁総合職技術系は、次のような仲間を求めています。

そのため、採用選考においては、学歴、性別、大学時代の専攻分野、

国家公務員試験の試験区分を問いません。

■ 科学技術はもちろん、法律や語学、社会問題など、幅広い興味と関心を持った人

■ 困難な課題にも、粘り強く責任感を持って取り組んでくれる人

■ チームワークを大切にする心やユニークさも持ち合わせた、人間性あふれる人

■ 技術と行政の橋渡し人材として、柔軟な考え方を持った人

技術的知見 社会を見る目

幅広い興味関心

ユニークさ

人間性 橋渡し人材

柔軟な考え方

責任感 チームワーク

粘り強さ
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採 用 実 績

北海道大学

東北大学

名古屋大学

お茶の水女子大学、慶應義塾大学、
首都大学東京、上智大学、千葉大学、
電気通信大学、東京大学、東京海洋大学、
東京工業大学、東京理科大学、法政大学、
星薬科大学、早稲田大学九州大学

大阪大学、京都大学、神戸大学、
奈良女子大学、立命館大学

【職員出身大学（過去10年）】

【官庁訪問から採用へ】

※円グラフは過去６年データ

【男女比】

男性
24名

女性
18名

【採用時の身分】

修士卒
23名

学士卒
15名

博士卒
3名

社会人経験者
1名

【試験区分】

数物系
4名

農業系
6名

森林・自然系
1名

工学系
20名

化学・生物系
11名

●官庁訪問
・受験者が志望官庁を訪問し、業務説明や面接を受けるもので、志望府省
庁に採用されるための重要なステップです。

・第1クールから第５クールまでの５回の訪問を通じて行われます。
・訪問先府省庁の様々な役職の職員と話をすることができ、府省庁の雰
囲気を知り、業務内容をより深く理解する機会となります。

・警察庁の総合職技術系採用では、通常の官庁訪問とは別に、６月上旬
頃に実施される既合格者向け官庁訪問も実施しています。

内
定
式

採

　用

初
年
度
研
修



地方実務研修中地方実務研修中
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　警察大学校附属警察情報通信学校では、警察活動を支える情報通信
技術に加え、警察行政や犯罪捜査など、幅広い分野について教養を受
けました。無線通信技術や法令など、今まで触れることがなかった内
容もたくさんありましたが、一から詳しく学ぶことができ、警察職員
としての素養を身につけることができたと思います。
　また、熱意あふれる同期と過ごし、様々な分野で活躍されている先
輩職員の経験談を聞くことができた４か月間は非常に充実しており、
警察職員としての自覚が芽生えるとともに今後の業務へのモチベー
ションになりました。
　警察情報通信学校での学びをいかして、安全・安心な社会を実現す
るために日々精進していきたいと考えています。

警察情報通信学校を
振り返って

R3年入庁

関東管区警察局
神奈川県情報通信部

　警察大学校附属警察情報通信学校での生活は、とても刺激的で充実
した毎日でした。新しい環境で、新しい仲間と出会い、それまで知ら
なかったことをたくさん学び、吸収して、非常に密度の濃い時間を過
ごすことができました。
　就職してすぐ、社会人として必要な素養を身につける学校教養の期
間をいただけたことは、とても恵まれていたなあと感じています。右
も左もわからない状態でとりあえず手元の仕事を覚えるのではなく、
組織全体に目を向け、技術について学び、先輩方からの訓示を受け、
仕事をするための土台を築けたことが、今後の仕事への意欲・自信に
繋がっていくと確信しています。

　入庁後約４か月間は、警察大学校附属警察情報通信学校に入校し、警察業務や組織の概要、行政や法令の基礎、情報通信技術などに
関する講義・実習を受けます。この研修を通じて、警察職員としての基本を身に付けることができます。

警察情報通信学校での学び

R3年入庁

中国四国管区警察局
広島県情報通信部

新 人 職 員 研 修 警察大学校附属警察情報通信学校入校
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　警察大学校での研修が終わると、警察庁の地方機関である府県情報通信部で約５か月の実務研修を受けます。警察活動の基盤である
警察通信施設の整備・維持管理、大規模警備や災害発生時における通信手段の確保、犯罪捜査に関する技術支援といった業務に従事し、
第一線の警察活動における技術系行政官の業務や役割について理解を深めます。

　令和３年７月、東京2020オリンピック競技大会が開催されました。
広島県でも５月に聖火リレーが執り行われ、様々な所属で事前準備や
当日の警備に携わる機会をいただきました。オリンピックのような大
規模イベントの裏では、技官も警察官と一体となり、参加者、また周
辺地域の皆さんが安心してイベントを迎えられるよう警備体制を構築
しています。警察無線の整備や現地と警察本部をつなぐ映像伝送、関
連機関へのサイバー攻撃対策等、多岐に渡り情報通信部が活躍する場
がありました。
　研修期間を通して、技官の仕事が警察活動において重要な役割を
持っていること、また警察活動は各部門の連携があって成り立ってお
り、自分もその一員であることを実感することができました。

最前線における技官の役割

R2年入庁

　警察大学校での初任課程を修了すると地方実務研修が始まります。
地方実務研修では同期が別々の府県に分かれて、約一年間様々な現場
の業務を経験することになります。警察大学校附属警察情報通信学校
での学びと結びつき、理解が深まることもあれば、その地方ならでは
の予想外の課題を知ることもあり、それらの学びを通して組織や業務
の全体像が見えてきます。また、研修を通して様々な人と出会えるこ
とも地方実務研修の特徴です。愛知県情報通信部の研修では、所属に
よって専門性の違いはありますが、「技官として」の考えを持っている
方が多かったことが非常に印象に残っています。
　私も技官の最前線で見た景色を忘れず、「技官として」の誇りを持っ
て業務に臨みたいと考えています。

技官の最前線を見渡して

地方実務研修（府県情報通信部）

略歴
Ｒ２年７月中国四国管区警察局広島県
情報通信部（地方実務研修）

R2年入庁

警察庁情報通信局
情報管理課係長

略歴
R２年７月中部管区警察局愛知県情報通信部
（地方実務研修）

警察庁情報通信局
情報技術解析課係長
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　地方実務研修では、前半の府県情報通信部の研修が終わると、府県
警察本部での研修が始まります。
　都道府県警察には様々な部署があり、皆異なる形で日本の治安を
守っています。県警研修は、各所属の役割や特徴、活動内容を知る良
い機会となります。
　警察署での宿直勤務、捜索・差押え、鑑識活動、街中での防犯活動
等の各種警察活動を体験できるだけでなく、日々治安維持のために身
体を張って活動している職員の皆さんから、過去の経験についてじっ
くり話を聞けるというのも研修の魅力の一つです。
　実際に、残忍な事件の捜査に携わった方や一分一秒を争うような緊
迫した状況に置かれた経験のある方から、当時の状況や捜査員として
の思いをお話しいただく機会がありました。テレビや新聞で見えるも
のは、ほんの一部に過ぎません。その裏での地道な活動、葛藤、苦悩
について知ることができ、非常に有意義な時間となりました。
　研修を通じて、警察活動がぐっと身近なものとなり、警察組織の一
員となったことを実感できます。

事件解決の裏側には…

R2年入庁

警察庁長官官房企画課
情報管理システム高度化PT係長

　東北とは縁もゆかりも無かった私ですが、最初の赴任地となった宮
城県警では、当時震災を経験した多くの警察職員との勤務を通じ、過
酷な環境の中でどのように警察活動が行われ、いかにして警察が県民
の命を守り続けてきたのか、学ぶことができました。
　宮城県警では大震災からの反省や教訓を活かし、災害発生を想定し
た訓練が繰り返し行われています。また、沿岸部の整備等防災のため
の様々な取組が実施されています。
　市民1人1人に真 に向き合い、県民の安全・安心を守る警察職員
の仕事を間近で見たことで、改めて現場の警察活動を総合職技官とし
て支えていくための覚悟を持つことができました。
　折しも研修期間中に東日本大震災から10年の時を迎えました。同
じ悲劇を決して繰り返さないように、現場で命を懸けて県民を守って
いる警察職員も含めた全ての国民を守るための仕組みを作っていくこ
とが、今後の自身の責任であると感じました。

大震災から10年たった今、
学ぶべきこと

新 人 職 員 研 修 地方実務研修（府県警察本部）

略歴
R２年７月東北管区警察局宮城県情報通信部
（地方実務研修）

略歴
R２年７月近畿管区警察局兵庫県情報通信部
（地方実務研修）

　府県情報通信部での研修に引き続き、府県警察本部において約５か月の実務研修を受けます。警察本部、警察署、交番、事件・事故
現場といったところで、捜査活動や防犯活動等の各種警察業務に携わります。実務の経験を通じて警察業務への理解を深めるとともに、
現場の声を直に聞くことができる貴重な期間です。

R2年入庁

警察庁長官官房
企画課デジタル化PT係長
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　１年弱にわたる地方実務研修が終わると、いよいよ警察庁本庁での
勤務が始まります。
　私は、通信施設課において、警察官が使用する無線機など、警察活
動の基盤となる警察通信に関する企画業務に携わっています。警察活
動においては警察通信が必要不可欠であることから、業務上、情報通
信以外の部門の方とつながりを持つ機会も多くあります。他部門と緊
密に連携を図り、より良い方向に施策を進めていくためには、他部門
の業務についても理解を深めることが重要です。
　私の業務では、地方機関で働く経験豊富な先輩方とやり取りをする
ことが頻繁にありますが、私のような経験の浅い職員には分からない
ことも多くあります。大変と感じることもありますが、先輩方とのや
り取りを通じて新しい知識を得たり、現場の雰囲気を感じたりするこ
とが、自身の成長の糧になっていると感じます。

警察活動の根幹を担う

R2年入庁

警察庁情報通信局
通信施設課係長

　警察庁では令和４年度にサイバー事案への対処を担う部局の新設を
含む大規模な組織改正を予定しており、私は現在、法令改正や新組織
の立ち上げを担うＰＴ（プロジェクトチーム）で、法令改正に必要な
資料の作成や新しい組織に必要なルール整備の検討等を担当していま
す。
　今まであまり触れてこなかった法律という新しい世界の業務に、
日々勉強の繰り返しであり、難しさもありますが、国の組織体制を改
正するという霞ヶ関ならではの仕事に若手の頃から携わることがで
き、日々新たな刺激を感じながら働いています。

霞ヶ関での日々

警察庁での勤務

略歴
R２年７月関東管区警察局千葉県情報通信部
（地方実務研修）

H31年入庁

警察庁長官官房
企画課警察法改正PT係長

略歴
Ｒ２年６月警察庁情報通信局情報通信企画課係長
Ｒ２年12月警察庁長官官房企画課デジタル化PT係長

　地方実務研修が終わると、いよいよ警察庁における業務が本格的に始まります。日本の安全・安心のために、これまで学んだことを
フルに発揮して取り組みましょう！
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◯ 産休・育休取得時のサポート
　一児の母です。育休・産休から復帰し、子どもを保育園に通わせな
がら仕事を続けています。
　異動期から外れた時期に産休に入ることとなったため、業務の引継
ぎ等に不安があったのですが、上司や人事担当への相談を経て後任者
の配置が決まり、きちんと引継ぎを行った上で心置きなく産休に入る
ことができました。
　産休に入る前には、先輩職員から育児と仕事の両立について体験談
を聞いたり、子ども服のお下がりをいただいたりしたほか、産休・育休
中にも当時の上司や同僚が連絡をくださるなど、周囲の心遣いがあっ
たおかげで、休業中も仕事への気持ちを切らさず過ごすことができま

した。温かい理解とサポートが得られる職場をありがたく感じます。
◯ 仕事と家庭の両立を応援してくれる職場
　復帰後の配属先は、突発の対応が少なく自分のペースで仕事を進め
やすいポストでした。育児との両立のため配慮があったものと思いま
す。現在は、出勤時間を早め、保育園のお迎えに間に合う時間に退庁
しています。勤務時間に制約がありもどかしく感じることもあります
が、上司や同僚のフォローのおかげで仕事を続けることができていま
す。
　当庁は、両立支援のための制度が充実しているだけでなく、それを
気兼ねなく活用できる雰囲気があります。テレワーク環境の整備や業
務の合理化が進むなど、限られた時間で効率的に働ける環境も整って
きています。自分なりのやり方で、仕事と育児を両立させていきたい
と思います。

ワ ー ク ラ イ フ バ ラ ン ス

育児と仕事の両立を目指して

略歴：
H26年６月警察庁情報通信局情報管理課係長
H29年４月警察庁交通局交通企画課係長
H30年８月警察庁警備局国際テロリズム対策課係長警察庁情報通信局情報通信企画課先端技術導入企画室課長補佐

H25年入庁大城　ゆりか
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◯ 業務の自動化から働き方の未来へ
　業務効率化においては、各職員のワーク（生きる手段）とライフ（生
きる糧）のバランスを確保することにフォーカスされがちですが、警
察では、限られたリソースを最適に分配し、国民の安全安心のために
真に必要な活動に注力できる態勢を確保することが、より重要である
と考えています。
　警察業務のシステム化は進んできているものの、今でも単純で定型
的な業務、慣習的に続けている業務、情報が整理されず十分に活用で
きてない状況等がまだあるのが実情です。こうした状況を変えていく
ため、先端技術導入企画室では、限られたリソースを最適化すべく、
RPA等により日常の定型的なタスクを自動化するなどの取組を行って

います。これにより、人にしかできない、よりクリエイティブで高付
加価値な業務に集中してリソースを配分するとともに、個々人が持つ
力を遺憾なく発揮できる職場環境を構築できるのです。
　技術の急速な進歩に
伴い、新たなチャレン
ジの波が次々に押し寄
せている今、業務効率
化という切り口で働き
方の未来を考え、組織
をあるべき方向へと導
いていく。技術系総合
職としての手腕を存分
に発揮できる業務の一
つです。

事件解決の裏側には…

警察庁情報通信局
情報通信企画課
先端技術導入企画室係長 R2年入庁

略歴：
R2年7月九州管区警察局福岡県情報通信部
（地方実務研修）

警察庁におけるRPAによる業務効率化の取組

RPAによる業務効率化により、警察庁内で令和２年４月から11月にかけて3000人・
時間の業務負担を削減したことで、令和３年３月に内閣人事局長賞を受賞しました。
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Q 警察庁を志望した理由は？

①都道府県警察という現場があり、国民の生活を一番近い

場所で守っている組織だと思ったからです。また、幅広

い分野の仕事に携われるところに惹かれました。

②座談会でお会いした職員さんの雰囲気で決めました。共

に大きな成果を産み出すことができそうな職員さんが一

番多いなと感じたのが警察庁でした。

Q 警察庁の職員として
必要なことは？

①日本をよくしたいという思いが必要だと思います。もち

ろん、警察庁、都道府県警察のための仕事ではあります

が、その先には国民がいるんだということを第一に考え

ることが大切だと感じています。

②業務の幅が広く異動も多いため、これまでに経験したこ

とのない業務に日々対応することになります。そのため、

新しいものに対する吸収力や過去の経験からの応用力が

必要だと感じています。

Q 仕事のやりがいを
感じるときはどんな時？

　自分のアイデアを形にして、それが施策として進んでい

くと非常にやりがいを感じます。警察庁は、若手にも自分

の考えを形にするチャンスがたくさん転がっているので、

自分次第で多くのやりがいを得られると思います。

Q やはり警察組織では
体力が必要だと感じますか?

　あるに越したことはないですが、体力に自信がなくても

大丈夫です。警察大学校での初年度研修においても、無理

を強いられるといったこともありません。

Q 上下関係は厳しいですか？

　厳しいというよりは、警察庁には、必要な時には上下関

係を意識できる礼儀正しい人が多いと感じます。警察の仕

事には、時にその判断が人命に関わるものなど、的確性に

加えてスピードを求められるものがあります。そうした仕

事に無駄なく適切に対応するためには、チームの中での

各々の立場や役割を皆が認識していることが必要です。円

滑な業務推進のために必要な社会人としての基本的なマ

ナーや礼儀は重んじられる傾向があるかと思います。

Q 職場の雰囲気はどんな感じ？

　全員仕事には真剣ですが、ずっと張り詰めた雰囲気とい

うわけではありません。「警察」のイメージとは違うかも？

というくらい話しやすい人ばかりです。

Q 環境の変化が大きそうですが、
ついて行くのは大変ですか？ 

　周囲には、面倒見が良い人も多く、

困った時には助け合える環境のため、

比較的すぐ新しい環境や仕事に慣れる

ことができています。環境の変化は、

違った視点から警察の仕事を見ること

ができる良い機会ですので楽しみでも

あります。

Q 休日は何をして
リフレッシュしていますか?

①普段デスクで座っていることが多いため、バドミントン

やランニング、ゴルフ等で体を動かしています。最近だ

とサウナでととのえることが多いです。

②大好きなアイドルの配信ライブ、ＤＶＤ、YouTube等

を視聴して過ごしています。コロナ前は、遠征してライ

ブに行くこともありました。
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採用Q&A
　選考に当たって国家公務員試験の順位は選考に
影響しません。警察庁は、人物本位の採用を行なっ
ています。採用担当として、たった一度きりの試
験の順位は横に置いておいて、あなたという「人」
を見させていただきます。

Q1
A1

国家公務員試験の順位は
選考に影響しますか？

　警察庁は、理系の素養を持った方であれば、専
攻にかかわらず採用しています。「工学」「数理科
学・物理・地球科学」「化学・生物・薬学」「農業科学・
水産」「農業農村工学」「森林・自然環境」「デジタル」
など、幅広い試験区分から採用予定です。数物系、
工学系、森林・自然系、農業系、化学・生物系の
各分野の先輩たちが活躍しています。

Q2
A2

どの試験区分から採用していますか？

　試験区分による有利・不利はありません。警察
全体として様々な分野の科学技術に幅広く対応し
ていくため、警察庁は多様な分野の人材を求めて
います。また、大卒、院卒といった学歴による有利・
不利もありません。

Q3
A3

試験区分や大卒・院卒といった区分に
よって有利・不利はありますか？

　ありません。どの総合職若手職員も、入庁後の
個人の適性・能力などを総合的に判断して、適切
な所属に配置されます。若手のうちは、あらゆる
分野の警察業務に就くので、幅広く経験を積むこ
とができます。

Q4
A4

試験区分によって採用後の業務に
違いはありますか？

　専攻分野によりますが、業務の中で、大学で学んだ専門知識自体を直接生かすことは、それほど多くないかもしれま
せん。むしろ、総合職技術系の職員として、幅広い科学的素養、論理的考察力、柔軟な発想力、コミュニケーション力といっ
た、勉学や研究の過程を通じて培われた総合的な力が求められます。

Q5
A5

大学での専攻は生かせますか？
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採用担当からのMessage
このパンフレットを読んでいるあなたへ

皆さん、こんにちは！
私たちは、警察庁総合職技術系行政官の採用担当です。
警察庁のパンフレットを手に取っていただき、ありがとうございます。

これを読んでいるあなたは、どんな人でしょうか。

国家公務員になりたい、警察庁で働きたいと強く思っている人でしょうか。
それとも、何げなく手に取っただけで、まだ警察庁についてよく知らない人でしょうか。

大学生や大学院生でしょうか。もう社会人として活躍中の人でしょうか。
特技は何ですか。好きなことは何ですか。

社会人になること、就職して働くということに、どのような価値観を持っている人でしょうか。

採用業務において最も重要なことは、私たちがあなたのことをよく知るとともに、
あなたにも警察庁のミッションや課題、そしてそこで働く職員の姿をよく知ってもらうことだと考えています。

このパンフレットでは、科学技術の進展が正・負両面で世の中を変革し続けている現代社会において、
多種多様な分野で「安全・安心」を実現しようとする技術系行政官の姿を取り上げました。
しかし、紙面の都合上、取り上げることのできた内容や人は、全体のごく一部でしかありません。

警察庁では、一般的な業務説明会に加え、テーマ別の講演会、若手職員の座談会、OB・OG訪問、
夏季インターンシップなど、警察庁職員の生の声をお届けする様々なイベントを企画しています。

私たちは、これらのイベントを通じて、「警察庁で働く」ということへのあなたの理解を深めてもらいたいと願っています。
そして、あなたがどのような人なのか、ぜひ私たちにも教えてくれませんか？

あなたに会えることを楽しみにしています！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　警察庁総合職技術系行政官　採用担当一同


