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体験型サイバーセキュリティ学習システムの提案と構築
八代 哲†1 高橋 和司†1 渡辺 亮平†1 角田 裕太†1
田邉 一寿†1 横山 雅展†1 齋藤 祐太†2 齋藤 孝道†2
概要：昨今，体験型サイバーセキュリティ学習システムが利用されてきている．これらは高度技術の習得を目的とし
たものも多い．我々は，初学者を対象とした自習可能な学習システムを構築した．提案システムは，クラウド上に構
築されているので，受講者は場所や時間を選ばずに演習を行うことができるだけでなく，システムを拡張することが
可能である．また，基本的な操作の手順の指示や，学習上での技術演習の採点もシステム化されている．本論文では，
提案システムの評価を行う．
キーワード：サイバーセキュリティ，インシデントレスポンス，クラウド

A Proposal and Implementation of Hands-on Learning System
for Cybersecurity
Satoshi Yashiro†1 Kazushi Takahashi†1 Ryohei Watanabe†1 Yuta Tsunoda†1
Kazuhisa Tanabe†1 Masahiro Yokoyama†1 Yuta Saito†2 Takamichi Saito†2
Abstract: Hands-on learning systems are being used to master cyber-security skills. Most of existings are
designed for advanced persons. We constructed a hands-on learning system for beginners to learn about
cybersecurity. Since our proposed system is deployed on the cloud server, students can exercise anytime and
anywhere without instructor, moreover the system can be scaled to the class that students attend. In addition,
scoring of technical exercises is systematized. In this paper, we evaluate our proposed system.
Keywords: cybersecurity, incident response, cloud

の基本操作を最低限身につけている者を，初学者と定義す

1. はじめに

る．

経済産業省の報告[1]によると，日本の IT 企業およびユ

提案システムは，演習環境と学習支援システムの二つで

ーザ企業において，セキュリティ人材が 2020 年に約 19.3

構成されている．受講者は，演習に必要な知識の習得や演

万人不足すると見込まれており，人材の育成が急務である．

習後の確認テストを，演習環境での操作を通して，学習支

一般に，座学よりも体験型の学習の方が高い学習効果が得

援システムで行う．また，学習支援システムでは，受講者

られるとされており，ハンズオン形式のセミナーなどの体

の操作の手順が示されており，確認テストの採点は自動化

験型の学習システムがセキュリティ人材の育成に利用され

されているので，受講者は自習可能である．さらに，提案

てきている．体験型の学習システムは実務に近い学習がで

システムは，クラウド上に構築されているので，受講者は

きる一方，受講者に IT 分野での実務経験を求めることも

場所や時間を選ばずに，提案システムを用いた演習を行う

少なくない．また，体験型の学習システムでは演習環境や，

ことが可能である．また，演習環境は複製することが可能

高度専門性を持つインストラクターを必要とすることもあ

なので，受講者の増加にも対応可能である．

り，少人数向けのものが多く，1 回の演習における受講者
数には限界がある．

演習の題材として，標的型攻撃と SQL インジェクショ
ンの二つを主に扱っており，それらの演習を通し，インシ

そこで，本論文では，初学者を対象とし，自習形式でセ
キュリティを体験的に学習できるシステムの提案を行う．
提案システムでの演習を通して，受講者が IT ユーザ企業

デントレスポンスの全体像，およびインシデントレスポン
スに必要な知識や技術を習得することを狙う．
本論文の最後で，提案システムの効果を部分的に評価す

でのインシデントレスポンスにおける技術要員としての初

る．この部分的な評価は，セキュリティ人材として身につ

期段階の学習機会の提供を目標とする．なお，本論文では，

けるべき能力をどれくらいカバーしているか，受講者のサ

セキュリティの基礎的知識および Linux/Unix，Windows

イバー攻撃に対する理解度が向上しているかの二つの観点
から行う．
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2. 関連技術

2.3 インシデントレスポンス

本章では，提案システムに関連する攻撃および用語につ
いて述べる．提案システムの演習では，SQL インジェクシ
ョンの対策を含む，EC サイトからの情報漏洩事件の全体
像を学ぶことができる[7]．

インシデントレスポンスとは，情報流出，改ざん，DDoS
攻撃等のコンピュータセキュリティインシデントが発生し
た際に，その被害を最小限にするための対応のことである
[8]．インシデントレスポンスには，インシデントが発生す
る前の準備段階から，インシデント発生後の対応を含む，

2.1 標的型攻撃
標的型攻撃とは，組織における機密情報の窃取などを目
的とした攻撃の一つである[2]．その中でもメールを契機と
した，標的型メール攻撃の報告件数が増加している[3]．IPA

いくつかのフェーズがある．文献[9]に基づき，図 2-3 にイ
ンシデントレスポンスのライフサイクルを示し，各フェー
ズの概要を以下に示す．

の報告[4]によると，組織に大きな影響を及ぼしたセキュリ
ティ上の脅威として「標的型攻撃による情報流出」が第 1

・ 準備
インシデントが発生した際に必要となる分析用のツ

位であり，危険度の高い攻撃である．

ール等の準備およびシステム，ネットワーク，および

しかしながら，IPA の調査[5]によると標的型攻撃および

アプリケーションを安全な状態に保ち，インシデント

その脅威を知らないと答えた回答者は全体の 48.1%であっ

を予防するフェーズである．

た．標的型メール攻撃の被害が増加している原因の一つに，
標的型攻撃の認知度が低いことが挙げられる．

・ 検知と分析
インシデントが発生したかどうかを検知し，もし発
生したのであればインシデントの種類，影響の範囲，
被害の規模を正確に判断するフェーズである．
・ 封じ込め・根絶・復旧
インシデントの封じ込め，証拠の収集，インシデン
図 2-1

トが発生した原因の除去，およびシステムを通常の運

標的型攻撃の概要

用状態に復旧させることを行うフェーズである．
2.2 SQL インジェクション攻撃
SQL インジェクション攻撃とは，ウェブアプリケーショ

・ インシデント発生後の対応
一連のインシデントレスポンスの流れを振り返り，

ンと連携するデータベースに，攻撃者が不正な操作をする

発生したインシデントや，インシデントの対策の有効

ことで，組織の機密情報等が流出するなどの攻撃である．

性等をレビューするフェーズである．

この攻撃は，ウェブアプリケーションの内部において SQL
文の組み立て方法に問題がある場合に発生する可能性があ
る[6]．文献[4]によると，組織に大きな影響を及ぼしたセキ
ュリティ上の脅威として，
「ウェブサービスからの個人情報
の窃取」が第 3 位となっている．この攻撃の根本的な対策
として，SQL インジェクションの脆弱性を作らない実装を

演習は，インシデントレスポンスに必要な技術を受講者
が身につけることを目的の一つとしているので，図 2-3 に
おける，
「検知と分析」および「封じ込め，根絶，復旧」の
技術対応に焦点を当てて構成されている．

実現することが挙げられている．

図 2-3

図 2-2

SQL インジェクションの概要

インシデントレスポンスのサイクル

3. 提案システム
3.1 提案システムの概要
提案システムは，サイバー演習を行うための仮想的なネ
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ットワークシステム（以降，サイバーレンジと呼ぶ）と，
演習を支援する学習支援システムから構成される．提案シ
ステムの全体像を図 3-1 に示す．
サイバーレンジは，複数のインスタンスから構成されて
おり，実際のネットワーク環境を模している．学習支援シ
ステムは，演習の進め方，各インスタンスへのアクセス方
法，演習で扱う知識問題など，演習に必要なあらゆる情報
図 3-1

を受講者に提供する．
3.2 提案システムの利用概要

提案システムの全体像

3.3 サイバーレンジ

受講者は，この学習支援システムの情報をもとに，サイ
バーレンジにおける演習を，実際に手を動かしながら進め

一般に，サイバーレンジとはサイバー空間上で行われる
演習およびその演習環境を指す[10]．

る．なお，本提案システムにおける演習は 2 人 1 組で行う

本論文では，クラウド上の複数の仮想マシンで構成され

ことを前提としており，1 組で一つのサイバーレンジを占

た演習環境のことをサイバーレンジと呼ぶ．一つのサイバ

有利用する．

ーレンジには，12 台の仮想マシンが用意されている．サイ

提案システムでの演習の実施について説明する．はじめ

バーレンジ内のネットワーク構成を図 3-2 に示す．また，

に，受講者は，学習支援システム上で演習の進め方や，サ

サイバーレンジの各インスタンス名と対応する OS 名を表

イバーレンジの使用方法を学ぶ．その後サイバーレンジ内

3-1 に示す．
図 3-2 のサイバーレンジ接続用 PC は，インターネット

で各インスタンスを操作しながら演習を行う．
受講者が演習を開始するまでの流れは以下の通りであ
る．

とサイバーレンジの仮想的なネットワークとの境界に置か
れ，サイバーレンジ内の他のインスタンスを接続するため
の踏み台となるインスタンスである．受講者は，このサイ

1. 受講者は，ブラウザを用いて学習支援システムに接続

バーレンジ接続用 PC にアクセスし，サイバーレンジ内の

する．学習支援システムに，サイバーレンジ接続用 PC

他の各インスタンスを操作する．なお，このサイバーレン

への接続方法が示されている

ジ接続用 PC へのアクセスは，RDP（Remote Desktop

2. 受講者は，サイバーレンジ接続用 PC に接続する

Protocol）接続にて行う．

3. 受講者は，サイバーレンジ接続用 PC からサイバーレン
ジ内の各インスタンスに接続し演習を行う

図 3-2
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表 3-1

各インスタンスと OS の対応表

学 習 支 援 シ ス テ ム は ， Moodle[12] に よ り 実 現 す る ．

OS

インスタンス名
社内 PC

3.4 学習支援システム
Moodle とは，オープンソースの e ラーニングプラットフ

Windows

ォームであり，ブラウザを用いて接続できる Web アプリケ

フォレンジック用 PC
サイバーレンジ接続用 PC

Windows

ーションである．受講者は，学習支援システム上から提示

Active Directory

Windows Server

されるスライドを見ることで，演習内容の概要および演習

Web サーバ

CentOS 6.7

を行う上で必要な知識を学習することができる．演習を進

DNS サーバ

Ubuntu 16.04

めながら，学習支援システム内で出題される確認テストに
受講者が解答をすると自動で採点される．

プロキシサーバ
社内 PC
攻撃者のサーバ，
その他のサーバ
サイバーレンジ接続用 PC から，サイバーレンジ内の各
インスタンスへのアクセスも同様に，RDP 接続する．
図 3-2 の各インスタンスの概要を以下に示す．
・DNS サーバ
社内向けの DNS サーバ．演習のため，脆弱性が作り込

図 3-3

まれているウェブアプリケーションも動作している．受講

学習支援システムログイン後の画面

者はこのサーバへの脆弱性スキャンの演習を行う．
3.5 演習の概要
前述の通り，演習のためのストーリー課題は二つある．

・プロキシサーバ
社内 PC から仮想的なインターネットへの接続を中継す

一つ目は標的型攻撃を学ぶ演習（以降，標的型攻撃編と呼

るプロキシサーバ．プロキシサーバを経由した通信のアク

ぶ）であり，二つ目は SQL インジェクション攻撃を学ぶ

セスログをすべて取っている．

演習（以降，SQL インジェクション編と呼ぶ）である．演
習の詳細は，3.6 節で示す．
受講者は，架空の EC サイトを運営している企業の情報

・Web サーバ
架空の企業で運用している EC サイト．演習のために，

システム部員の立場で，ストーリー課題による演習を行う．

あらかじめ SQL インジェクション脆弱性が作り込まれて

いずれの演習も，1 演習あたり最大 10 時間程度の演習を想

いる．

定している．
各編の演習の流れを図 3-4 に示し，以下でその説明をす
る．いずれの演習も「前提知識の学習」，「実践トレーニン

・Active Directory
社内 PC を管理しているサーバ．演習のために，監査ロ

グ」及び「振り返り学習」の順番で構成される．

グを出力する設定となっている．
・社内 PC
架空の企業の一般社員が使用しているという設定の PC．
・フォレンジック PC
フォレンジック用のツールがあらかじめ準備されている
PC である．受講者は，メモリやディスクの解析をこの PC
上で行う．
図 3-4

演習の項目と進め方

・攻撃者のサーバ
架空の企業のネットワーク内に侵入し，攻撃を実施する

1. 前提知識の学習
受講者は，最初に，演習を行う上で必要な基礎的な

攻撃者のサーバ．

知識やツールの使い方を学習する．受講者は学習支援
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システム上に準備されているスライドを見ることで演
習の概要や，演習で使用するコマンドの使い方等を学
習する．その後，学習した知識を応用してサイバーレ
ンジを操作することで確認テストに解答する．
各編に前提知識の学習が 4〜6 項目あり（図 3-4 参照），
標的型攻撃体験演習とメモリ・ディスクの保全演習以
外の各項目に確認テストがある．すべての確認テスト
に正答すると，受講者は手順 2 に進むことができる
図 3-6

振り返り学習

3.6 演習内容の詳細
各編の目的と，演習の目的と学習項目について示す．
3.6.1 標的型攻撃編
図 3-5

前提知識の学習・確認テスト例

本演習では，サイバーレンジ上に擬似的に用意された標
的型攻撃の対応および標的型攻撃演習を通して，標的型攻

2. 実践トレーニング

撃の理解，対応手順およびそのために必要な準備の概要を，

前提知識の学習後，ストーリー型の演習を行う．こ

ネットワーク運用者の観点で習得する．また，簡易的なフ

の演習は，架空の企業が標的型攻撃もしくは SQL イン

ォレンジクスなどの広範なインシデントレスポンスの俯瞰

ジェクション攻撃の疑いがあると，社外の組織から通

をして，インシデントレスポンスの運用を設計する能力を

知された場面から開始する．このストーリーは，実際

養う．
次に，標的型攻撃編における学習項目を表 3-2 に示す．

に発生した攻撃事例に基づいている．
受講者は，事前にサイバーレンジに準備されている

表 3-2

各インスタンスから出力されたログや，ディスクおよ
びメモリのダンプ等を解析することで，攻撃の特定，

標的型攻撃編の学習項目
学習項目

被害状況の確認について調査する．また，その対処も

プロキシ，Active Directory のログの見方および

行う．実践トレーニングにおいても確認テストがある．

検索方法

すべての確認テストに正答すると，受講者は手順 3 に

HDD，メモリの保全操作および簡易フォレンジック

進むことができる．

Metasploit[13]を用いた，CVE-2015-0311[14]および
MS11-003[15]を悪用した攻撃演習

3. 振り返り学習
実践トレーニングにおいて扱った攻撃が発生してか
ら，攻撃が終了するまでの流れを振り返る学習である．
受講者は，学習支援システム上で確認テストに解答し
ながら，図 3-6 に示すような図を作成することで，攻撃
の一連の流れを復習することができる．

遠隔操作型マルウエアが HDD およびメモリに残す
情報の解析
3.6.2 SQL インジェクション編
本演習では，サイバーレンジ上に擬似的に用意された

前提知識の学習は，受講者が初学者であることを前提と
して，必要な知識を学習支援システムで全て示している．
以上の手順 1〜3 を段階的に進めることで，セキュリテ
ィの初学者でもスムーズに演習を進めることができるよう
に設計されている．

遠隔操作型マルウエアによる悪性通信の解析

EC サイトへの攻撃の分析および暫定対処の演習を通して，
EC サイトへの攻撃の理解，対応手順およびそのために必
要な準備の概要を EC サイト運用者および構築者の観点で
習得する．本演習では，SQL インジェクション攻撃および
逆ブルートフォース攻撃を題材としている．また，Web ペ
ネトレーションテストや DBMS の操作等の関連技術の俯
瞰をして，インシデントレスポンスの運用を設計する能力
を養う．
次に，SQL インジェクション攻撃における学習項目を表
3-3 に示す．
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表 3-3

5. 評価・利用実績

SQL インジェクション編の学習項目

本章では，2 種類の方法で提案システムを評価した結果

学習項目
ツールを用いた MySQL サーバの操作およびログの

と，提案システムの利用実績について述べる．

検索方法

5.1 スキルマップによる評価
セキュリティ人材に必要であるとされている能力を，演

ツールを用いた Web サーバのログ解析
脆弱性スキャンツールを用いた Web アプリケーションへ
のペネトレーションテスト

習内でどの程度身につけることができるかの評価を試みた．
評価の際に用いた資料の概要を表 5-1 に示す．本論文では，
次の方法で，セキュリティ人材に必要であるとされている

SQL インジェクション攻撃により残ったログの解析，

スキルセットを定めた．

攻撃者の特定，脆弱なコードの特定および簡単な
セキュアプログラミング

1. [16]，[17]および[18]において記述されている，セキュ

複数のログの突合

リティ人材に必要とされているスキルセットの各項目
を 抽 出 し た ． [19] に 関 し て は ， CERT （ Computer
Emergency Response Team）向けの，認定試験の各項

4. 提案システムの運用管理

目を考慮し，必要であると考えられるスキルセットを

本章では，提案システムの運用管理の一部を述べる．

抽出した．

4.1 サイバーレンジの複製
サイバーレンジは 1 セットで 2 人が同時に演習を行うこ

2. 1．で抽出した能力のうち，[16]，[17]，[18]および[19]
のすべてに共通していると考えられるスキルを表 5-2

とを想定した環境である．同時に複数の受講者が演習を行

のようにまとめ，演習の内容と比較した．表 5-2 の網掛

う場合，サイバーレンジを複製する仕組みを用意した（図

け部は，演習で身につけることができるスキルセット

4-1 参照）．

を示している．表 5-2 における KSA-ID とはあるタス
クを行うために求められるスキルおよび特性に ID を振
ったものである．
上記 1，2 の手順により，セキュリティ人材に必要であ
るとされているスキルセットとして，計 68 項目が抽出さ
れた（表 5-2 参照）．比較の結果，68 項目のうち，本提案
システムでの演習で学習できることができるスキルセット
は，15 項目であることがわかった．

図 4-1

表 5-1

サイバーレンジの複製

4.2 管理者用インタフェースについて

文献

発行組織

概要

[16]

NIST

サイバーセキュリティに関するタ

学習支援システムには管理者用のインタフェースが用意

スクを分類しまとめたフレームワ

してあり，管理者はこのインタフェースから受講者の進捗
や確認テストの点数を確認することができる．

参考資料の概要

ーク
[17]

JNSA

セキュリティ人材の個々の役割ご
とに必要となる知識等項目を整理
したスキルマップ

[18]

IPA

情報処理安全確保支援士試験のシ
ラバス

[19]

CMU/SEI

CERT 向けのトレーニングのコー
スが列挙されている Web サイト

5.2 受講者のアンケートによる評価
本提案システムでの演習が，標的型攻撃に対する受講者
の理解度の向上に貢献しているかどうかを，アンケートを
図 4-2 管理者用インタフェース
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用いて評価した．
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標的型攻撃体験の演習を高校生 13 名に受けてもらい，

て，セキュリティ人材に必要とされている 68 項目の能力

演習の前後で以下の A，B に示す質問に 1 から 10 の整数

のうち，15 項目を学習できることを確認した．さらに，提

で回答してもらった．なお，回答が 1 の場合は“全くでき

案システムの一部を用いて，標的型攻撃についての演習を

ない“，10 の場合は“できる“を示している．つまり，数

実施，アンケートをとったところ，標的型攻撃に対する理

値が高いほど，理解度が高いということになる．回答の平

解度が向上したということが示された．

均値を算出した結果を表 5-3 に示す．
A)
B)

標的型攻撃はどのように感染するのか等の「仕組み」
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問A
問B

アンケートの結果

演習前

演習後

1.77
2.08

6.08
7.08

表 5-3 から，受講者の標的型攻撃に対する理解度が，演習
を通して向上したことが示された．
5.3 提案システムの運用実績
提案システムを用いた演習は，明治大学の理工学部情報
科学科 3 年生向けに正規の授業としてすでに実施された．
2016 年 4 月から 2017 年 7 月までに，150 名の学生が，演
習を受けた．
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ステムを提案した．提案システムを用いた演習は，時間や
場所の制約を受けずに演習を行うことができる．また，受
講者の数が増えたとしてもシステムを拡張することができ
る．さらに，演習を行う際にインストラクターを必要とし
ない．
本論文では提案システムを評価し，受講者は演習を通し
表 5-2
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