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情報リテラシとセキュリティの導入教育のための
初心者向けのハッキング競技 CTF による大会イベント
－オープン利用のための仮想化の導入と運用方法－
中矢誠†1

赤木智史†1

富永浩之†1

大学新入生などを対象とし，セキュリティを意識させる情報リテラシ教育として，ハッキング競技 CTF を取り入れた
大会イベントを提案している．サポーター制を導入し，CTF と連携する余興ゲームも組み込んで，観戦者を応援者と
して巻き込む．大会運営サーバ BeeCon を開発し，これまで幾つか試行的に実践している．さらに，教育機関などで
のオープン利用を目指している．そのため，実サーバ BeeCon に仮想環境を導入する．実サーバの管理者は，共通の
問題 DB や機関の情報などを管理し，仮サーバ vBeeCon を提供する．機関の主催者は，仮サーバ上で，ポータルペー
ジの作成，参加者のユーザ登録，要項編成など，大会開催の準備などを行う．大会は，これまでと同様に実施される．
本論では，仮想環境の導入による新システムの運用方針を述べ，再設計に基づく機能を論じる．

Hacking Competition CTF as Introductory Educational Experience
for Information Literacy and Security Learning
- A Design of Virtualization and an Operation Method
for Open Practices MAKOTO NAKAYA†1

SATOSHI AKAGI†1

HIROYUKI TOMINAGA†1

We have proposed an easy CTF event, which is "Capture the Flag" as a hacking competition. It is for an introductory educational
experience of information literacy and security learning. We developed a contest management server BeeCon. It offers CTF
exercises and gaming factor for cooperation between competitors and supporters. We will carry out open contests for some
educational organizations. We introduce virtual environment for BeeCon. An administrator of the real server manages common
problem DB and client information. He activates virtual server vBeeCon. In vBeeCon, an organizer of each organization prepares
a portal Web page, user registration of participants and implementation guidance of a contest. The contest is held as the same
methods in old versio of BeeCon. We describe an operational guideline of open new system and functions of redesign.

1. はじめに
ハッキング競技 CTF(Capture The Flag)は，情報セキュリ
ティをテーマとするゲーム大会である．出題者がサーバ上
に隠した情報を旗(フラッグ)に見立て，解答者が情報系の

2. セキュリティ教育とハッキング競技 CTF
2.1 ハッキング競技 CTF の日本での現状
日本での CTF は，2012 年から開催の SECCON[2]が有名

知識や技能を用いて，その旗を見つけるものである(図 1)．

である．情報セキュリティ会社の技術者や大学教員が実行

コンピュータゲームやアプリケーションに仕組まれたイー

委員となり，大会が運営されている．初回は，学生のみを

スターエッグを見つけるのに近い．ほとんどの大会は，数

対象としていたが，一般の技術者も参加できるようになっ

名のメンバが組んだグループ同士のチーム対抗で得点を競

た．チーム参加で地区予選から本予選に進む．地区予選は，

う．インターネット上で参加できることが多く，遠隔にい

会場でのオフライン予選と，インターネット上の地区予選

るメンバ同士が協力したり分担して取り組むことができる．

に分かれ，2000 人以上が参加する規模となっている．マス

表 1 のように，世界の各国で CTF が開催されている．
CTF は，ハッカー達の腕試しの機会や交流の場にもなって

コミにも取り上げられ，着実に裾野が広がっている．
また，常設で CTF の問題を公開している Web サイトも

いる．セキュリティ関係の国際シンポジウムの行事に取り

増えてきた．国内では，ksnctf[3]や akictf[4]が有名である．

入れられることもある．政府機関も大会に協賛するなど，

どちらも，40 問前後の問題が公開されており，出題ジャン

悪意のクラッカーへの対策のため，善意のハッカーが実践

ルも多岐にわたる．Flaggers[5]というサイトでは，参加者同

的 な 技 能 を 習 得 す る 場 と し て ， 認 知 さ れ て い る ． CTF

士が問題を出し合うという形をとっている．他にも数多く

TIME[1]という Web サイトでは，世界各国で開催されてい

の常設コンテストが増えており，国内外についてまとめて

る CTF を紹介している．

いるブログもある[6]．CTF の解説書「セキュリティコンテ
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ストチャレンジブック」も出版されている[7]．

在は，BeeCon の試作版を実装し，100 問程度の問題を構築

2.2 情報セキュリティ教育のための CTF の利用

している(図 3)．本研究室を主催者とし，情報系サークルの

認知度が高まるにつれ，初心者の参加に向けたワークシ

新人歓迎も兼ねて，実際の運用を行っている[18]．

ョップも増えてきた．そのため，これまでは上級者を対象

本研究の特徴として，図 4 のようなサポーター制と余興

とした大会が主流であったが，初心者を対象とする大会も

ゲームの導入が挙げられる[19][20][21]．競技者に加えて，

増えてきた．2014 年には SECCON 実行委員会と JNSA に

応援者の立場を設け，余興ゲームやエモーション機能を取

よって CTF for Beginners と女性限定の CTF for GIRLS が開

り入れている．図 5 のように，CTF に挑戦する競技チーム

催された．これらは定期的に開催されており，毎回定員を

に対し，それへの応援団が余興ゲームやミニクイズに取り

超える大盛況を見せている．

組み，ヒントの提示やボーナスの獲得などで，競技チーム

さらに，セキュリティ教育への CTF の利用が盛んになっ

の得点に貢献する．これにより，参加者全員の積極的な関

てきている．世界的にも，これをメインテーマとする国際

与を促進している．

会議も開催されており，重要性が高まっている．特に，2014

3.2 これまでの BeeCon による試行実践

年と 2015 年に，米国の USENIX が主催した 3GSE(Gaming,

これまで，表 2 のように，試作版の BeeCon による試行

Games and Gamification in Security Education)が有名である

的な大会を幾つか開催している．1 回目は，主に，出題の

[8]．2016 年は，ASE(Advances in Security Education)に名称

妥当性の評価を目的とした．それまでの動作実験の問題デ

を変えて，開催の予定である[9]．その流れを受け，高校生

ータベースから，新しい問題を大幅に追加した．チーム対

や大学生への教育イベントとして，教育機関で実施すると

抗のコンテストで，競技者 3 名と応援者 1 名で 1 チームと

ころも出てきている．例えば，米国の高校生を対象に 2014

し，4 チーム 16 名が参加した．余興ゲームには，神経衰弱

年に実施された picoCTF[10]などがある．

の簡易版を用いたが，動作確認の状態であった．ユーザへ
のアンケートでは，情報リテラシや情報セキュリティの学
習に役に立つという評価が得られた．しかし，競技者の環
境に左右されるような問題については，出題の手法を検討
する必要があることが分かった．
2 回目と 3 回目は，主に，CTF 競技のための BeeCon の
機能やユーザビリティの評価を目的とした．2 回目は，8 チ
ーム 34 名が参加した．ただし，CTF 競技のみの実施とし，

図 1 一般的な CTF の出題例

余興ゲームと応援者は取り入れなかった．3 回目は，6 チー

表 1 世界の主な CTF 大会

ム 23 名が参加した．神経衰弱の簡易版を用いて，余興ゲー

大会

開催国

開催年

DEF CON
UCSB iCTF
CSAW CTF
CODEGATE
ISEC CTF
PHD CTF
CCCAC CTF
panda challenge
Nuit du Hack
Insomni'hack
InCTF
IFSF CTF
AVTOKYO CTF Project
SECCON CTF
NetAgent Security Contest

アメリカ
アメリカ
アメリカ
韓国
韓国
ロシア
ドイツ
スペイン
フランス
スイス
インド
チュニジア
日本
日本
日本

1993～
2002～
2011〜
2004～
2009～
2011～
2012〜
2009/10
2010～
2013〜
2010～
2012
2008～
2012～
2008～10

3. 初心者向け CTF と大会運営サーバ BeeCon
3.1 本研究の提案と大会運営サーバ BeeCon
本研究でも，情報リテラシの初心者から気軽に取り組め

ムを実施した．その結果，チームメイトと同じ問題を解答
していた場合の通知方法について，改善の要望が多かった．
また，チーム順位と得点推移グラフの表示場所が不適切と
の意見があった．余興ゲームについても，GUI に関する改
善の要望が多数あった．
4 回目は，外部イベント OSC 徳島での開催とした[22]．
CTF 競技だけの個人対抗とした．システム上でのアンケー
ト機能を試用した．前回のユーザ評価を受け，チーム順位
と得点推移グラフの表示場所を変更した．大会の実施には
特に問題が発生しなかった．アンケート機能によって回答
を収集した．学生から社会人までの参加があったが，参加
者が 13 名と少なく，有意なデータは得られなかった．
5 回目は，改めて，出題の妥当性の評価を目的とした．
問題の分類や出題分野に沿って，万遍なく出題を行った．
参加者は 25 名で，CTF 競技だけの個人対抗とした．出題

る CTF 大会を提案している[11][12][13][14]．大学情報系に

内容については，難しい問題ほど関心が低い傾向があった．

おいて，我々が主催する CTF のために，大会運営サーバ

これは，問題に対する解法の見当がつかず，取り組むこと

BeeCon を開発している[15]．図 2 のように，情報リテラシ

が困難だからだと考えられる．難しい問題に興味をもって

から情報セキュリティまで，出題内容を分類整理し，対象

もらうための対策として，ヒントや誘導問題によるサポー

者や難易度を考慮した問題 DB を構築している[16][17]．現

トを充実させる．
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表 2 BeeCon の開催歴
時期

図 2 問題のレベル設定と出題分野

実施
応援者を交えたチーム対抗
2015.01.21 余興ゲームの実施
出題の妥当性を評価
競技者のみでチーム対抗
2015.01.27
システムの機能や GUI を評価
応援者を交えたチーム対抗
2015.05.09 余興ゲームの実施
システムの機能や GUI を評価
競技者のみで個人対抗
2015.11.14 外部イベントでの開催
アンケートを実施
競技者のみで個人対抗
2015.12.18 出題の妥当性を評価
アンケートを実施

参加者
大学情報系
1～4 年生
4 班 16 名
大学情報系
3 年生
8 班 34 名
大学情報系
1～4 年生
6 班 23 名
学生や社会人
13 名
大学情報系
1～4 年生
25 名

図 6 CTF の大会イベントの位置付け

4. 情報関連ガイダンスと BeeCon の活用
4.1 大学新入生への情報関連ガイダンス

図 3 BeeCon による CTF の出題例

大学新入生に対しては，受講の方法，図書館の利用法な
ど，入学後すぐに必要になる事項に関して，各種のガイダ

コンテスト

体験的な内容
メンバ同士で協力

分かりやすいルール
モチベーションの向上

ンスが用意されている．大学の PC 端末室や学内ネットワ
ークの利用方法，学外からのアクセスの注意事項など，情

CTF競技

余興ゲーム

報関連のガイダンスも必須である．これらは，4 月頃に集
中的に教育する必要がある．最近は，IC チップの埋め込ま

コラボ

競技者

競技者

チーム

競技者

れた学生証を配付する学校もあり，重要性が増している．
応援者

参加へ繋げる

応援者

応援者

応援団

図 4 サポーター制による競技者と応援者の協調

そのため，多くの大学で，情報セキュリティの知識と倫
理に関する講義，基礎的な情報リテラシとして操作や設定
の 実 習 な ど が 設 け ら れ て い る ． こ れ ら の 教 育 に は ， eLearning システムを利用させることも多い．教材となる資
料やビデオ講義を視聴して，指定された時間に一斉に，ま
たは各自で自由に自習する．簡単なクイズに答えたり，小
テストを実施して，達成度を確認することもある．これに
合格しないと，情報機器や学内ネットワークの利用を制限
する学校もある．
4.2 BeeCon による大会の開催意図
本システムの BeeCon は，大学における情報関連ガイダ
ンスの一環として運用されることを念頭に置いている．た
だし，一定の教科書やカリキュラムに沿った知識や技能の

図 5 CTF 競技と余興ゲームの連携
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5.3 現システムの実装状況

能性のある事案を幅広く取り上げる．すなわち，学んだ知

現在の大会運営サーバ BeeCon は Web ベースのシステム

識を再確認するというより，初めての用語や知らない概念

である．マシンの性能は，CPU が Intel Core i7 で，RAM が

にも諦めず，Web 上の情報検索で解決方法に迫っていくこ

DDR3 32GB である．OS は，Linux 系の CentOS 6.5 である．

とを推奨する．

Web サーバは nginx 1.9，データベース管理は MySQL 5.1 を

教育的な配慮から，図 6 のように，1 回だけでなく，応

採用している．開発環境は，プログラム言語 Ruby のフレ

援者と競技者の立場を変えながら，4 回程度の開催を想定

ームワーク Ruby on Rails 4.2 である．Rails は，デザインパ

している．特に，最後は，夏休み前後など，
「忘れた頃」や

ターンの MVC に沿っており，データベースと GUI との連

「慣れてきた頃」の時期が適切である．

携において開発コストが大きく削減できる．また，Ruby の

4.3 大会の教育目的

Gem ライブラリを必要に応じて利用している．

本コンテストの教育目的は，以下の通りである．まず，

GUI には，Twitter Bootstrap を採用し，Twitter 風の GUI

故意または無知の言動からセキュリティホールを招き，被

で UX の親和性を損なわないようにした．タブやナビゲー

害者だけでなく加害者になり得る状況を防ぐ．そのために

ションバーなどを必要に応じて配置し，扱いやすい UI を

は，クラッカーの手口も知っておく．次に，不適切な操作

実現した．各チームの得点推移など，大会の開催状況をグ

や頻繁な質問により，管理者に余計な作業を必要にさせ煩

ラフで視覚化する部分には， JavaScript の描画ライブラリ

わせたりせず，自分のことは最低限は自分で考えて対処で

HighCharts を用いている．また，開催ごとにユーザの意見

きる心構えを身に付ける．そして，情報セキュリティに関

を集め，より使いやすい GUI への更新と修正に努めている．

心と興味を持ってもらい，将来のセキュリティ技術者への

余興ゲームの実装については，現在はシステムにビルト

道を示す糸口になればよいと考えている．

インされた神経衰弱のみである．今後は，様々なゲームを
プラグインとして自由に組み込める汎用的な API の実現を

5. 仮想環境の導入によるオープン利用
5.1 BeeCon のオープン利用
本システムは，他の多くの教育機関でのオープン利用を

目指している．また，ロールプレイングゲームの導入も検
討しており，Unity などの外部のゲーム開発環境も利用し
ていく．
5.4 オープン利用における運用指針とユーザのロール

実現し，実践的な運用を目指している[23][24][25]．そのた

本システムでは，以下のように，オープン利用のための

め，図 7 のような全体構成で，再設計を進めている．BeeCon

仮想環境を導入していく．まず，マシン上の実システムを

サーバおよび問題データベースは本研究室で管理し，大会

BeeCon 本体とする．各機関ごとに提供する仮想環境を

を開催したいクライアントの教育機関に対して，必要なサ

vBeeCon と呼ぶ．新システムの構築にあたっては，実サー

ービスを提供する形態である．すなわち，BeeCon の大会運

バ BeeCon の管理体制と，各機関での仮サーバ vBeeCon で

営の機能をパッケージ化し，必要なサービスを個別に各機

の大会の運営体制を整理する．システムに関わるユーザの

関に利用させる運営方法である．また，十分な量の網羅的

役割は，実サーバの管理者と出題者，仮サーバごとの主催

な問題データベースの構築には，情報セキュリティに詳し

者と参加者のロールで区別される．

い有志の協力が必要である．そこで，コントリビュータと

管理者は，実サーバにおいて，問題，ユーザ，機関など，

なる出題者に問題の作成を委ね，アップロードしてもらう

共通のデータベースを管理する．また，機関ごとの仮想環

機能も検討している．

境の提供を管理する．出題者は，問題の作成と仮登録を行

5.2 オープン利用のための仮想環境の必要性

い，問題データベースのみにアクセスし，一部の作業のみ

上記のようなオープン利用を実現する形態は，クラウド

認められる．仮サーバごとの主催者は，その機関で利用す

における SaaS(Software as a Service)に相当する．SaaS は，

る大会運営サービスとデータベースを管理する．大会の準

マシン管理者がサーバ上で，クライアントに対し，必要な

備と開催，参加者の登録，結果の閲覧などである．参加者

機能を必要な範囲でサービスを提供するものである．各ク

は，これまでの役割とほぼ同様である．大会の開催時には，

ライアントは，同じマシンを利用するが，ソフトウェア環

競技者や応援者として振舞う．

境は互いに独立に提供されるシングルシステムのマルチテ

5.5 仮想環境の構築に必要な既存ツール

ナント方式である．マシンも別に用意するシングルシステ

仮想環境の構築と管理には，各種の既存のツールを利用

ムは，研究室レベルで運営するには負荷が大きい．また，

する．仮想環境の提供は，ハードウェア仮想型とし，Oracle

ソフトウェア環境もクライアント同士が共有するシングル

社が開発するオープンソースの Oracle VM VirtualBox を採

テナント方式は，個人情報保護のセキュリティレベルが低

用する．ターゲットとなるゲスト OS は，ホスト OS と同

く，また同時に利用する際のサーバ内でのロードバランス

じ Linux の CentOS とする．VirtualBox では，複数のゲスト

の制御が難しい．

OS を管理し，同時に稼動できる．各ゲスト OS は，独立に
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起動と停止が行える．稼働中の状態を保存したり再開もで
きる．これらの機能で vBeeCon を管理していく．
仮想環境の管理ツールには，Vagrant を利用する．Vagrant
は Ruby で実装されており，VirtualBox との親和性も高い．
Vagrant は，設定ファイルに記述された構成情報に従って，
仮想環境を構築し，様々な設定を自動的に反映させる．ま
ず，事前に，vBeeCon の前提となるゲスト OS の基本環境
を，イメージファイルとして生成しておく．次に，vBeeCon

仮サーバ
vBeeCon

の動作環境となる基本的な設定ファイルを適用させる．こ
れにより，バージョンの異なる BeeCon の並列な稼動も可
能となる．
仮想環境の設定ツールには，Ansible を採用する．仮想環
境を起動した後，個別の情報に基づくカスタマイズを支援
する．仮想環境内でのサーバの個別設定やユーザ登録を
Ansible で管理する．稼動するアプリケーションやデータベ

図 7 BeeCon システムの全体構成

6. 管理者への機能と GUI
6.1 管理者による問題と機関の管理

ースの情報にも適用できる．Ansible は，これらの情報をダ

管理者は，システム全体として，問題，機関，大会の管

ンプしたりリストアできる．これらの情報は，ホスト OS に

理を行う．本研究室のように，サーバを設置している機関

置き，ゲスト OS にファイル転送し，リモート処理で反映

が担当する．問題管理では，問題作成の有志である出題者，

させる．

出題者が作成した問題，機関の主催者に例示する大会のテ

5.6 BeeCon の仮想環境の構築と将来への拡張

ンプレートを管理する．この部分は，出題者と主催者のロ

BeeCon において，クライアントとなる機関ごとのサービ

ールが分かれるが，提供する機能は，従来の BeeCon での

スを提供するには，まず，Vagrant で共通の環境 vBeeCon を

管理とほぼ同様である．機関管理では，利用申請したクラ

稼動する．次に，Ansible で，機関ごとの情報を適用させ，

イアントである教育機関，その主催者，参加者リストを管

カスタマイズする．機関ごとの情報には，ユーザ DB，問題

理する(図 8)．参加者は匿名化して扱い，管理者は実際の個

DB，大会の開催情報と実施状況，大会のポータルページな

人情報は扱わない．また，実際に開催する大会の編成情報

どが含まれる．問題 DB は実サーバに置き，仮サーバがそ
こからキャッシュとして取得する．問題で参照されるコン
テンツは，実サーバや外部に置いたままとすることもある．

を管理する(図 9)．なお，GUI の図は，モックアップである．
6.2 管理者による大会実施の仮想環境の管理
管理者は，申請に応じて，機関ごとに仮想環境を構築す

仮サーバの開催情報と実施状況は，モニタリングや分析の

る．機関内の主催者に対して，クライアントごとの仮想環

ため，実サーバにも転送する．

境のアカウントを発行する．主催者は，その機関の仮想環

仮想環境の実現においては，将来的な拡張やスケーラビ

境に対するシステム管理者の立場である．全体の管理者は，

リティへの対処も検討しなければならない．CTF 競技の性

開催予定の大会に対し，その規模や内容に応じて，仮想環

質上，セキュリティに抵触したり，アクセス負荷に影響を

境のパラメタを設定しておく．時期が重なる大会が開催さ

与える出題も有り得るからである．問題に対する解答とし

れるときは，特に調整が必要である．開催中の大会におい

ての負荷をかけるアクセスは，プロバイダやネットワーク

ては，実施を監視する．大会管理は，主催者では対処でき

環境によって制限される場合がある．外部サーバに設置で

ない強制的な処理や中断が発生した場合の管理である．例

きない内容を扱う問題では，仮サーバからみた擬似的な外

えば，特定の IP からのアクセス限定，不正利用のユーザへ

部である実サーバに置く．

のアカウント凍結，異常なプロセスの強制終了，大会の中

また，現在は，主催者からの出題に競技者が解答するジ

止などである．

ェパディ方式(Jeopardy)の CTF 競技を採用している．しか
し，主催者を防護側とし，サーバ自体に競技者が攻撃を仕
掛け，最も早くフラッグを獲得するキング・オブ・ヘル方
式(King of Hell)もある．さらに，競技者が各自のサーバを
構え，互いに防御と攻撃で対戦するアタック・デフェンス
方式(Attack&Defense)もある．これらへも対応していくには，
コンテナ仮想化である Docker の利用も検討する．例えば，
競技者の仮サーバを Docker で構築するなどが考えられる．
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図 10 出題者の問題登録ページ
図 9 管理者の仮サーバ設定ページ

7. 出題者への機能と GUI
7.1 出題者への機能と GUI
出題者は，管理者からの依頼を受け，大会で使用される
問題の作成と登録を行う．まず，出題者からの申請により，
管理者によって，出題者としてユーザ登録される．問題の
作成は，図 10 の問題登録ページで行う．要請された出題分
野や難易度に該当する問題を作成し，仮登録する．管理者
により，精査された上で，適切であれば，本登録となる．
管理者からは，精査の結果やコメントを受ける．出題者は，

図 11 出題者の問題確認ページ

自分の作成した問題は登録後も自由に閲覧できる(図 11)．

8. 機関の主催者への機能と GUI

修正の提案も行える．しかし，他人が作成した問題は，分

8.1 主催者への機関管理の機能と GUI

野や題目など要件のみしか閲覧できない．

大会を開催したい教育機関は，主催者を決め，システム

問題の作成では，種別として分野と難易度，本文として

の機関申請ページから申請する(図 12)．教育機関の情報，

題目と出題文，解答として形式と解答であるフラッグを登

主催者の情報，希望するログイン名，開催時期，実施回数，

録する．補足として，ヒント，講評を入力する．ヒントは，

対象者の学年，参加者数などを入力する．管理者は，その

デフォルトでは公開されず，主催者が任意のタイミングで

内容を審査し，承諾または却下する．承諾した場合は，主

公開する．講評は，コンテストの終了後に自動で公開され

催者用にアカウント情報を通知する．主催者は，通知され

る．

たログイン名とパスワードで，仮想環境にログインする．

7.2 出題のスタイル

このとき，仮想環境が最低限のリソースの状態で起動する．

CTF の問題は，基本的に，フラッグとなる文字列を解答
することである．問題を作成する上で，特に初学者に対し

以後，主催者は，申請した条件の範囲内で，大会を開催す
ることができる．

て配慮しておくことが望ましい点を挙げる．問題において，

主催者は，大会の開催準備として，仮想環境での機関の

参加者の多くが知らないと思われる用語や技術について触

ポータルページの作成，参加者のユーザ登録を行う(図 13)．

れさせる場合は，ヒントで 「○○を知っていますか?」 な

次に，大会ごとの要項の確定と出題の編成を行う．必要に

どと問いかけるようにし，Web 検索の結果や関連する Web

応じて，管理者との連絡も行う．主催者に大きな負担がか

ページへのリンクを併せて記載するようにする．こうする

からないように，デフォルトのポータルページや大会編成

ことで，新しい知識や技術の獲得への障壁を少しでも低く

などを用意しておく．特に問題がなければ，参加者のユー

する．また，正解の設定にあたっては，空白の有無などに

ザ登録と開催日時の設定だけで，デフォルトの問題と要項

よる表記の揺れや同義語による誤答をできるだけ防ぐよう

情報に基づいて大会を開催できる．

に配慮する．そのため，問題文の最後に，解答に使用する

8.2 主催者への大会開催の機能と GUI

文字の種類や字数を限定する旨の記述を入れる．例えば，
半角英数のみ，漢字 5 文字などと指定する．

主催者の管理ページは，複数の GUI から構成される．大
会要項ページ(図 14)では，コンテストの内容や開催期間，
ルールの設定などを入力する．出題編成ページ(図 15)では，
実サーバ上で用意された問題から，出題する問題を選択し，
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配点も設定する．ユーザ参加状況ページ(図 16)では，チー
ムの情報，参加者と応援者の区別などを確認する．参加者
の記入ミスに対しては取消の操作を行う．
大会の開催中は，主催監視ページで，進捗状況を監視す
る．出題編成ページは問題状況モードを兼ね，問題ごとに
正答したチーム数を表示する．問題ごとのヒントは，主催
者が適切な時期を選んで提示する．解答履歴モード(図 17)
では，各チームの解答状況が正誤判定とともに表示される．
得点順位モード(図 18)では，各競技者の得点順位と得点推
移のグラフが表示される．
各モードの GUI は，現在のシステムとほぼ同様である．

図 14 主催者の大会要項ページ

参加者への大会登録ページ，競技者および応援者への大会
開催ページも，現在のシステムとほぼ同様である．主催者
は，特権的な参加者として扱われ，主催監視ページの GUI
の多くの部分は，参加者と共通である．
8.3 主催者への補足準備の機能と GUI
主催者への補足的な機能として，余興ゲームの設定，事
前事後のアンケート実施も含める．主催者は，必要に応じ
て，大会ごとにアンケートを設定ページ(図 19)で用意する．
アンケートは，実施時期と回答方式を指定し，各設問の内
容を入力する．実施時期は，競技の開始前か終了後かを選
ぶ．回答方式は，自由記述か選択式かを選ぶ．設問の内容

図 15 主催者の出題編成ページ

は，番号と区分，質問文を記入する．選択式の場合は，選
択肢をカンマ区切りで入力する．アンケートの回答結果は，
リアルタイムで集計され，図 20 のように，表とグラフで確
認する．必要に応じて，CSV データとしてエクスポートで
きる．

図 16 主催者のユーザ参加状況ページ

図 12 主催者の機関申請ページ

図 17 主催者の開催監視ページの解答履歴モード

図 13 主催者のユーザ登録ページ
図 18 主催者の開催監視ページの得点順位モード
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図 19 主催者のアンケート設定ページ

図 20 主催者のアンケート集計ページ

9. おわりに
大学新入生などを対象とし，セキュリティを意識させる
情報リテラシ教育として，CTF 競技を取り入れた大会イベ
ントを提案している．サポーター制を導入し，CTF 競技と
連携する余興ゲームも組み込んで，観戦者を応援者として
巻き込む．大会運営サーバ BeeCon を開発し，分野と難易
度を整理して，問題データベースを構築している．これま
での試行的な実践から，機能や GUI の改良を行っている．
さらに，教育機関の新入生ガイダンスや，企業の新人研
修でのオープン利用を目指している．そのため，新しい運
用指針を策定し，実サーバ BeeCon に仮想環境を導入する．
実サーバの管理者は，共通の問題データベース，機関の情
報などを管理する．仮想環境を構築し，機関ごとの仮サー
バ vBeeCon を提供する．機関の主催者は，vBeeCon 上で，
ポータルページの作成，参加者のユーザ登録，要項編成な
ど，大会開催の準備などを行う．大会は，これまでの実サ
ーバと同様に実施される．アンケート機能も追加した．
現在は，新システムの再設計を行っている段階である．
GUI もモックアップでユーザビリティを検討している．将
来の拡張も見据え，仮想環境の実現に必要となる技術的な
課題に取り組んでいる．今後は，システムの実装を進め，
主催者への利用マニュアルも用意する．幾つかの高校に協
力を仰ぎ，実際の運用を実現する．
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