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第 7 回実践的 IT 教育シンポジウム (rePiT2021) 論文集

Basic SecCap におけるオンラインセキュリティ演習
の実施方法の分析
小谷 大祐

加藤 大弥

和泉 諭

我々はセキュリティ人材のすそ野の更なる拡大を目指し，文部科学省 「成長分野を支える情報技術人材の育成拠点
の形成」（enPiT 第 2 期）のセキュリティ分野において，大学の学部生を対象とした Basic SecCap コースを 2017
年度から展開している．この Basic SecCap コースではセキュリティに関する様々な講義や演習を提供しているが，
今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により，多くの演習でオンライン，もしくはハイブリッド（オンラインと
オフラインの併用）で実施してきた．本稿ではオンラインやハイブリッドで実施したセキュリティ演習の概要をまと
め，その環境や使用ツールを分析し，セキュリティに関するオンライン演習における方法論やノウハウを議論する．

We have been providing Basic SecCap course to undergraduates under enPiT2 (Education Network for
Practical Information Technologies) by Japanese government MEXT since 2017. The Basic SecCap course
provides a variety of lectures and exercises on security. However, due to the COVID-19, many of the exercises have been executed online or in a hybrid format (a combination of online and oﬄine) in this year. This
paper summarizes the online and hybrid security exercises, analyzes their environments and tools. Also, we
discuss the methodologies and share know-how of online security exercises.

リティ大学院大学，静岡大学，京都大学，長崎県立大

1 はじめに

学）と協力して，学部生向けカリキュラムとして展開

今日の IT 社会において，情報セキュリティの脅威

し，学部教育における基礎的なセキュリティ人材の育

が高まっていることから，セキュリティ人材育成が注

成を目指している．合わせて，他学部，他大学・高専

目されている．現在，我々はセキュリティ人材のすそ

等からの聴講生を積極的に受け入れ，多様な学生の中

野の更なる拡大を目指し，文部科学省 「成長分野を

での実践的な人材育成を目指している．

支える情報技術人材の育成拠点の形成」（enPiT 第 2

Basic SecCap コースでは，セキュリティに関する

期）のセキュリティ分野において，大学の学部生を

様々な講義や演習を提供している．今年度は新型コ

対象とした Basic SecCap コースを 2017 年度から展

ロナウイルス感染症の影響により多くの学校で講義

開している [1]．この Basic SecCap コースでは東北大

や演習がオンライン化されている [2]．Basic SecCap

学が中心となり，14 の連携大学（東北大学，北海道

コースにおいても今年度は多くの演習でオンライン，

大学，北陸先端科学技術大学院大学，大阪大学，奈

もしくはハイブリッド（オンラインとオフラインの併

良先端科学技術大学院大学，和歌山大学，岡山大学，

用）で開講してきた．本稿ではオンライン化にあたっ

九州大学，慶應義塾大学，東京電機大学，情報セキュ

ての工夫点や環境について着目し，オンラインやハ
イブリッドで開講したセキュリティ演習の概要をまと

Analysis of Online Security Exercice Style in Basic
SecCap
Daisuke Kotani, 京都大学, Kyoto University.
Daiya Kato, 慶應義塾大学, Keio University.
Satoru Izumi, 仙台高等専門学校/東北大学, National
Institute of Technology, Sendai College/Tohoku
University.

め，その環境や使用ツールを分析し，セキュリティに
関するオンライン演習における方法論やノウハウを
議論する．
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8 科目）である．ここから実施形態の情報が得られた

2 Basic SecCap コース

PBL 演習 11 科目，先進 PBL 演習 11 科目（うち大

Basic SecCap コースは，大学の学部 3 年生を主な

学院インターンシップ 7 科目）を分析の対象とした．

対象として，14 の大学が連携して様々な講義や演習

表 1 に今年度これまでにオンライン・ハイブリッド

を提供する．本コースは 2017 年 4 月から本格的に展

で実施された演習をまとめる．科目名から分かるよ

開をしており，これまで 3 年間に渡り 500 名以上の

うに，一部の演習では，実際の攻撃に悪用できる攻撃

学生が受講している．Basic SecCap コースでは「基

手法を演習を通して学ぶ．そのような演習では，誤操

礎科目」「専門科目」「演習科目」「先進演習科目」の

作等により演習で利用する機器以外に攻撃してしま

4 種類の科目を提供している．基礎科目は情報セキュ

うことがないよう，オフラインの演習においてはイン

リティに携わる人材が身に付けるべき基礎知識を習得

ターネットとは切り離された環境で演習を実施する等

する．専門科目は基礎知識を応用した総合的な知識を

の安全策を講じている．演習をオンラインで実施する

習得する．5 つの重点実施校で実施する．開講当初か

際には何らかの形でインターネットからアクセスで

ら遠隔配信を行い，他校でも遠隔受講が可能となって

きることが求められ，従来のようにインターネットと

いる．昨年度までは遠隔受講の場合は，受講生は教室

切り離した環境で演習を実施することは困難である．

に集合し，そこで教員や TA のサポートのもと遠隔受

安全策を講じつつ演習を円滑に進められる環境をど

講を行っていた．今年度は新型コロナウイルス感染症

のように用意するかが課題となる．

の影響により，学生それぞれが自宅などから個人の端
末を用いて受講する形式となっている．
演習科目（PBL 演習）は基礎科目，演習科目で学
んだ知識を実践し，経験的知識を習得する．連携校が

演習の実施形態は大きく３種類に分けられる．それ
ぞれの種類と科目数を以下に示す．オフライン実施は
従来の実施形態と同様であるため，本稿の分析対象か
ら除外することとする．

それぞれの専門や特徴を活かして多岐にわたる PBL

オンライン実施 (13 科目) 受講生は全員遠隔で受

演習を提供する．産学連携により企業インターンシッ

講するものとし，一部の受講生が集まって受講す

プを取り入れるものもある．先進演習科目は高度な実
践演習を通し，経験的知識を発展させる．大学院イン
ターンシップ及び先進 PBL の 2 種類がある．
演習科目は実際に機材を扱うことや他の学生との
グループワークを行うことから，これまではオフラ
イン（現地での対面形式）で実施してきた．しかし，

ることを想定せずに実施する形態
オフライン実施 (2 科目) 受講生が一箇所に集ま
り受講する形態
ハイブリッド実施 (6 科目) オンライン実施とオ
フライン実施を併用する形態
演習の一部または全部をオンラインで実施するにあ

今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により，従

たり，担当教員や TA と受講生とのコミュニケーショ

来のオフラインでの実施が難しく，オンラインやハイ

ンの手段が必要である．各演習で利用されたツールを

ブリッドで開講している．次章でその概要について説

表 2 にまとめる．一科目で複数のビデオ会議サービ

明する．

スを利用したり，Teams のようにビデオ会議とチャッ
トを同じサービスで利用できるものがあるため，科目

3 2020 年度演習実施
3. 1 演習実施形態

数は開講科目数と一致しない．
全ての科目で何らかのビデオ会議サービスを利用

．2020 年度に開講が予定されている演習は，PBL

していた．チャットツールや LMS を利用していない

演習 16 科目，先進 PBL 演習 17 科目（うち大学院

科目でも，Google Docs や Microsoft SharePoint の

インターンシップ 8 科目）であり，このうち，夏季

ようなファイルの編集内容をリアルタイムに共有でき

を中心に開講された科目は，PBL 演習 12 科目，先

るサービスなど，ビデオ会議以外のツールを併用し

進 PBL 演習 13 科目（うち大学院インターンシップ

ている科目があった．コミュニケーション手段として
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表1

開講大学

Basic SecCap 提供演習科目と実施形態

科目名

実施形態

ビデオ会議
システム

北海道大学

サイバーセキュリティ基礎演習

オンライン

Zoom

大阪大学

ビッグデータのプライバシー保護プロトコル

ハイブリッド

Zoom

演習
和歌山大学

インシデントレスポンス演習

ハイブリッド

Discord

岡山大学

クロスサイトスクリプティング対策演習

ハイブリッド

Teams

九州大学

セキュリティエンジニアリング演習

オンライン

Zoom

九州大学

サイバーセキュリティ演習

オンライン

Teams

九州大学

サイバーセキュリティハンズオン演習

オンライン

Webex

東京電機大学

情報ネットワーク演習

オンライン

Zoom

東京電機大学

CSIRT とリスクマネジメント演習

ハイブリッド

Zoom

慶應義塾大学

セキュリティ脅威に対する情報システム防御

オンライン

Zoom

基礎演習
京都大学

情報セキュリティ演習

ハイブリッド

Zoom

静岡大学

サイバー攻防基礎演習

ハイブリッド

Zoom

大阪大学

システム構築におけるセキュリティ機能実装

ハイブリッド

Zoom

とセキュリティ監視・運用演習
大阪大学

実践安全な公開鍵暗号の設計と解読演習

ハイブリッド

Zoom

岡山大学

安全性評価のための衝突型暗号攻撃演習

オンライン

Teams

東北大学

Cyber OPS 演習

オンライン

Webex

東北大学

サイバー攻撃演習

オンライン

Webex

北陸先端科学技術大学院大学

分散データ管理演習

オンライン

Zoom

慶應義塾大学

スマートフォンセキュリティ演習

オンライン

Zoom

情報セキュリティ大学院大学

IoT 脅威分析演習

オンライン

Zoom

情報セキュリティ大学院大学

ハードニング基礎演習

オンライン

Zoom

東北大学

ネットワークセキュリティ実践

オンライン

Webex

ビデオ会議サービスのみを利用した科目は 5 科目で
あった．

自の PC で起動させる場合を含む．
開講大学内に用意 開講大学に用意した演習環境

学生の演習環境については，それぞれの演習内容

に受講者が各自の PC から VPN 等を利用してア

に応じて次の３種類の方式が採用された．いずれの

クセスする方式である．ネットワーク機器など移

方式も適切ではない場合は教員が受講生の指示に従っ

動させることが困難な機材や複数の受講生で共

て演習環境を操作する等の対応がなされた．

有する機材にアクセスする必要がある場合に利

受講生の PC 上に構築 受講生が所有する PC 上

用される．

に演習に必要なソフトウェアをインストール・設

クラウド上に用意 クラウド上に用意した演習環

定させる方式である．受講生にあらかじめ演習環

境に受講者が各自の PC からアクセスする方式

境を用意した仮想マシンのイメージを配布し各

である．演習環境の準備がソフトウェアのイン
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表2

コミュニケーションツールの利用状況

科目数

ビデオ会議

チャット
ツール

LMS

3. 2. 1 コミュニケーションツール
演習中に最低限行われるコミュニケーションは，例

Zoom

12

年の演習の経験から表 3 のように想定し，各演習に

Webex

4

おいてこれらを満たすオンラインでのコミュニケー

Teams

3

ション方法を模索し実施した．

BlueJeans

1

Slack

5

Discord

2

内容

対象

Teams

3

講師から受講生への講義，

全体

Webex Teams

2

説明

利用なし

9

グループ毎でのコミュニ

Moodle

3

ケーション

Google Classroom

2

受講生，グループからの

利用なし

15

講師への質問

表3

成果発表

演習中に行われるコミュニケーション

グループのみ

グループから講師へ

全体

ストールと設定のみで済む場合で，受講生が所
有する PC で動作させることが困難な場合に利
用される．開講大学内の仮想化基盤内に設置さ

演習で利用したミーティングサービスについては

れた演習用のサーバにアクセスする場合もある．

3.1 節に示した通り，Zoom と Webex が大半を占め

インターネット上で提供されているサービスを利

ている．これは，昨今のオンライン授業と同様受講生

用して演習を進める場合もこちらに分類される．

が普段から使い慣れているというのが大きな理由で
ある．その中でも特に Zoom の利用が多くなってい

3. 2 オンラインでの演習実施

る要因としてはグループで演習を行う必要がある点

本節では，今年度開講された演習のうち全受講生

である．一般的なミーティングサービスでグループを

がオンラインである形式で実施したものについてそ

構築する場合，グループごとに異なるミーティングを

の演習形態と得られた知見について述べる．ほぼす

設定し，異なる複数のミーティングリンクを作成する

べての受講生は自宅から自身のコンピュータを用い

必要がある．これでは図 1 の上段に示すように講師

て演習に参加しており，一般的な家庭のインターネッ

や TA，受講者が全体での演習とグループでの演習を

ト環境下において演習を行っている．

行う中で複数の異なるミーティングリンクを行き来

3.1 節ですでに示した演習実施に際して活用した

しなければならず負担が非常に大きく，なおかつ複数

サービスやシステム，ツールからわかる通り，演習を

の異なるミーティングリンクが存在しそれ単体では

実施するために基本的に必要な要素として，

識別が困難なため，正しいミーティングリンクにたど

• 教員，受講生のリアルタイムなコミュニケー
ション

り着くことができず迷子になる受講者が現れるといっ
た欠点がある．そこで Basic SecCap コースでは，図

• セキュリティ演習を実施するための環境

1 の下段に示すように一般的にブレイクアウトルーム

• 演習に利用する資料の提供やアンケートの実施

機能と呼ばれるミーティングに参加している参加者を

の３つをあげ，それぞれの項目について演習の構築，

小さなグループに分けることができる機能を用いる

実施を通して得られた知見について述べる．

ことで演習を実現する方法を用いた．これによりミー
ティング間の余計な移動を省き，なおかつ管理者が迷
子の受講者を誘導することが可能となり，また講師が
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一定時間ごとに各グループを訪れることで進捗管理
を行いながら円滑な演習を実現した．演習が多く行わ
れていた 10 月頃までにはこの機能は主要なミーティ
ングサービスでは Zoom のみに実装されているため
利用率が高くなっている．

図2

質問における問題の解消 (上:解決前 下:解決後)

動など多岐にわたっており，それぞれの担当大学ごと
に特色がある内容になっている．そのため構成につい
てもさまざまなディストリビューション，バージョン
を活用し演習を構築している．また受講生が演習用
図1

グループごとの演習における問題の解消 (上:解決前
下:解決後)

にカスタマイズされたノートパソコンやスマートフォ
ンなどの演習機材も例年利用している．今年度に関
しては高額な機材の配送が困難である等の理由から，

演習中に受講生およびグループからの講師への質

これら物理的に配布していた機材をすべてオンライ

問がある場合について述べる．受講生全員が一つの

ンに置き換えるか，大学内に設置されている機材にリ

ミーティングルームにいる場合には，一般的に行われ

モートアクセスすることで演習を実施した．

ているオンライン授業と同様にチャット機能や受講生

演 習 環 境 の ほ と ん ど は VPS (Virtual Private

に発言してもらうことで質問を受け付けることが可

Server) もしくは，VPC (Virtual Private Cloud) を

能である．しかしグループごとに分かれている場合，

活用している．これらは AWS (Amazon Web Ser-

講師が各グループを一定時間ごとに巡回していると

vices) のようなクラウドサービスもしくは，大学で保

はとはいえ，チャット機能や発言がグループ内にのみ

有しているサーバ環境を用いて ESXi などのハイパー

有効であるため，グループに講師がいる場合でしか質

バイザーを利用している．これらの採用理由として

問を受け付けることができず，問題解決のリアルタイ

は，攻撃用のプログラムや擬似マルウェアなど取り扱

ム性に欠けてしまうという問題が生じる．この問題

いに注意が必要なものは外部に漏洩しないように万

を解決するために図 2 で示すように，質問等の講師

全を期した環境で扱う必要があり受講生の PC 上で

と受講生間のメッセージをリアルタイムにやり取り

動作させることは適切ではないこと，また受講生が多

を行うためにコミュニケーションチャンネルを Slack，

く，また利用するマシン数が多いため人数分物理環境

Webex Teams 等のチャットサービスを用いて実現し

を用意することが困難であることから仮想環境を採

た．これにより質問を受けつけた講師が迅速に問題の

用することで演習を実現している．またこれらの環境

あるグループに赴くことが可能となっている．

を受講生が利用するために個々人のマシン環境に特殊

3. 2. 2 演習環境の構築

な準備を必要とすると，利用している OS やバージョ

セキュリティ演習提供するために 3.1 節に示してい

ンの違いなどから演習実施が困難になる恐れがある．

る通り，様々な演習環境で構築することで実現してい

そこで，SSH client やブラウザを用いて仮想マシン

る．演習の大まかな種類については Linux の基本的

の GUI コンソールを呼び出すことで操作可能な環境

な操作方法の習得，脆弱性のあるソフトウェア，シス

を整えることでユーザビリティを担保すること可能で

テムを用いたペネトレーションテスト，通信プロトコ

あるかどうかもこのような選定の理由となっている．

ルの性質を用いたパケット解析，ネットワーク偵察活

演習環境についてはまだ改善の余地があり，マシン
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数が膨大な数となることによる演習実施側の管理運

で実施できるように準備し，受講生がどのように

用が困難である点，演習を行う際のパケットの増加に

受講するかを選択できるようにする方式である．

よるサービス使用料の増加，脆弱なマシンを比較的安

オフラインでの受講には教員や TA，他の学生と

全な環境で運用するために演習用ネットワークをどの

気軽に議論しやすい環境で受講できるという利

ように構築するべきかなど今後も演習実施を通して

点がある一方，移動に時間がかかることや新型コ

知見を貯める必要がある．

ロナウイルス感染症の感染防止対策に万全を期

3. 2. 3 授業支援システム

す必要があるという欠点がある．オンラインでの

演習の実施だけではなく，演習を実施するための資

受講にも同様に利点と欠点がある．学生はオンラ

料や授業後のアンケートを行うために授業支援シス

インとオフラインの双方の利点や欠点を踏まえ

テムも活用している．授業支援システムについては，

自律的に選択する．

Moodle や LMS のような各大学で日常的に利用して

オフライン分散方式 複数の拠点をビデオ会議サー

いるシステムを利用しているほか，Google Classroom

ビス等で接続しておき，学生は最寄りの拠点に登

や Google Forms のような授業支援サービスも活用

校しオフラインで受講する方式である．学生は同

している．これら Google のサービスを活用する点に

じ拠点にいる学生と気軽に議論できる環境で受

ついては近年大学で G Suite を契約していることや

講できる．一方，教員や TA は異なる拠点にいる

基本的な機能を利用することについては無料で活用

場合があり，その場合はビデオ会議サービス等で

できる範囲でも十分に利用することが可能である．

オンラインで質疑や議論を行うことになる．

また，受講生の演習の進捗を管理するための共有の

分割方式では，演習の中で受講生同士の関係を築

スプレッドシートを用意することで，オンライン上で

く機会をつくることができるため，その後のオンラ

は不透明な受講生が困っている状況や雰囲気を汲み取

インでの演習にスムーズにつなげることができると

り，講師側でサポートすることが可能な状況を作り出

期待される．また，教員・TA の立場では，オフライ

せないかという取り組みも行っており，オンライン上

ンで実施する部分は従来から用意していた内容・教

での受講生の快適な演習環境の実現についても模索

材・受講生への支援を継続して利用することができ，

している．

結果としてオンラインへの変更に伴う負担を軽減す
ることができることも利点である．一方で，交通事情

3. 3 ハイブリッド実施

や体調等でオフラインで参加できない受講生に対し，

オンラインとオフラインを併用する方法は大きく 3

オフラインで実施する部分の何らかの代替措置をオ

種類に分けられる．

ンラインでとる必要がある．本年度に実施された演習

分割方式 演習内容をオフラインで実施する部分

においては，オフラインで実施する部分を Web でア

とオンラインで実施する部分に分け，オフライン

クセスできる教材を用いて実施することで，オンライ

で実施する部分は従来とほぼ同様の形で実施し，

ンでも受講できるようにする等の措置がされた．

オンラインで実施する部分は 3. 2 と同様に実施

混在方式では，オフラインで受講させることが困難

する方式である．演習の一部に物理的に機器を操

になった場合に速やかにオンラインのみでの実施に切

作する必要がある内容を含む場合にこの方式が

り替えられることが利点である．一方で，演習の全て

採用する場合がある．また，演習をグループで実

をオンラインでも受講できるようにする必要があり，

施する際に，オンラインで実施する部分を円滑に

オンラインでの受講をサポートするための演習内容・

進めるためにグループ内での交流を促進するこ

環境の変更に伴う教員・TA の負担は大きい．実際，

とを狙い，演習の最初の部分を意図的にオフライ

一部の演習では，
「オフラインでしか実施できなかっ

ンで実施するケースもある．

た演習の部分に相当する分をオンラインでの演習で

混在方式 演習をオンラインとオフラインの両方

実施できるようにするために追加の教材が必要にな
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り，オフラインで実施する場合に比べて教員の負担が

られた．しかし，演習のオンライン化に伴い，現地に

大きくなった」という報告があった．

出向くことなく受講できるようになったことから，こ

この方式ではオンラインで受講する学生が疎外感

れまで地理的条件により受講することが難しかった

を感じないように工夫している演習が多く見られた．

大学の演習を受講できるようになった．今年度の演習

いくつかの演習では，複数のカメラで教員や受講生

でもこれまで以上に他大学の演習を受講する学生が

の状況が分かるように撮影して配信するなど，オフ

増えたことで，今まで交流できなかった他校の学生と

ラインで実施する様子を伝える手段を用意していた．

交流する機会が増えたなど学生にとってのメリットも

また，教員または TA の数名がオンラインの受講者の

あった．

支援を常時担当し，オフラインの学生に支援が偏らな
いように工夫している演習や，演習期間中を通して受

4 まとめ

講生が自由に利用できるビデオ会議サービスの会議

本稿では Basic SecCap コースにおいて本年度開講

室を提供することで学生が自宅に帰ってからもグルー

したオンライン形式やハイブリッド形式の演習科目の

プで作業できる環境を提供している演習もあった．

概要や使用ツール，演習環境をまとめ，その実施方法

オフライン分散方式はオフラインの形態の延長で

を分析した．今後は受講生アンケート結果の分析も踏

ある．混在方式を予定していたが，学生の希望がオフ

まえて，演習の各方式の教育効果への影響について

ラインのみに偏ったためこの方式を採用した演習が

整理し，演習内容や方式の改善を試みる．さらにビデ

あった．

オ会議システムの高機能化が行われていることから，
それぞれの機能を整理し，オフライン形式，オンライ

3. 4 考察

ン形式それぞれの特徴を活かした演習の実施形態を

セキュリティ演習のオンライン化にあたって，様々

検討し，教育の質の向上を目指す．

な工夫を行ってきた．演習環境については主にクラウ

謝辞 本プログラムは文部科学省 「成長分野を支

ド化を行うことで，大きな問題もなくオンライン化に

える情報技術人材の育成拠点の形成」（enPiT 第 2

移行することができたと言える．またビデオ会議シス

期）の支援のもと実施している．また，Basic SecCap

テムやチャットツールなどを活用することで，説明や

コースの運営に携わる連携校，参加校の先生方，連携

発表会，学生同士や教員・TA 間のコミュニケーショ

企業の関係各位，事務局の方々のご支援，並びに連携

ンも問題なく行えたと言える．しかし，ちょっと隣の

校・参加校の受講生の方々に心より感謝いたします．

人に質問する，質疑応答の際にグループ内で相談する
など，細かい密なコミュニケーション手段については
依然として課題が残っている．
また，これまでの演習では直接，現地に出向いて受
講する必要があったことから，例えば東北大学の演習
の受講生の多くは東北地区の参加校・連携校であるな
ど，ある程度，地域で固まって受講する傾向が見受け
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