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AWS Educate および CYDER 演習教材を活用した遠隔実
習の実践報告
宇梶郁1,a)

概要：この実践報告では，情報系の学生向けに実施した遠隔実習について報告する. 実習においては, 実習
環境として, 物理的な設備が必要となるケースが少なくないが, 今回は, クラウドサービスである AWS を使
用することで, 物理的な設備なしで実現した. AWS が提供する学生向けのプログラム AWS Educate では,
学生は無償で AWS が利用できるため, 学生側の導入ハードルも低いと考える.
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Practice report of online classwork using AWS Educate and CYDER
Kaoru Ukaji1,a)

Abstract: This report is to explain online classwork using cloud service of AWS. In many case,we need to
prepare physical environment for the classwork, however we had been able to do it using AWS instead of
physical environment. Furthermore, students is able to use AWS Educate program with no cost.
Keywords: online classwork, AWS Educate, CYDER, information technology

高等学校の情報における ICT を活用した同期型授業の研究

1. はじめに

があった.[2] この研究では,ICT を活用して, 同期型の遠隔

2020 年初頭より始まった新型コロナウィルスの感染拡大

授業を行う内容で, 受講環境の問題点などが参考となった.

により, 多くの教育機関が感染拡大防止のため学生の登校

今回の実践報告では, 急遽決定した遠隔実習ということ

を自粛し, 遠隔授業に取り組んでいる. 当校でも同様に, 遠

もあり時間的な制約から, なるべく既成のサービスを組み

隔授業への取り組みを行っていた. しかし, 技術者や研究者

合わせて, かつ学生には費用負担を強いることがない方式

の育成を掲げる高等専門学校では実習科目が多く, これら

として, クラウドサービスにて既に用意されているプラッ

の科目は遠隔授業に馴染まないことが多い. そこで, 実習科

トフォームを使用した遠隔実習を実施した.

目を遠隔授業で実施する際の参考に先行研究を調査したと
ころ, 電子黒板とクラウドサービスを利用したアクティブ
ラーニングに関する研究があった.[1] この研究では, クラウ

2. 遠隔授業の実施方法
2.1 シラバスについて

ド化した電子黒板を使って, 学生とのコミュニケーション

今回の実践対象となった実習科目は, 本科 3 年生向けの

を行っており, 遠隔授業中に学生とコミュニケーションを

情報工学基礎実習Ⅰである. この科目のシラバスでは, 以

取る手法について参考となった. また, 別の先行研究では,

下の到達目標を掲げている.

( 1 ) Linux サーバを構築し,Linux 上で様々な処理を行うこ
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とができる.

( 2 ) 組み込み機器にハードウェアを接続し, プログラムか
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Educate および AWS Cloud9 である.

ら制御することができる.

( 3 ) ネットワーク機器の基本的な設定を行うことができる.
昨 年 度 の 対 面 授 業 で の 実 施 で は,(1)(2) の 目 標 に 対 し

2.3 AWS Educate および AWS Cloud9 について

て,RaspberryPi を用いた Linux サーバ構築実習や,GPIO

AWS Educate は, アマゾン ウェブ サービス (AWS) か

接続したセンサを制御する実習を行い,(3) については,Cis-

ら提供されている教育プログラムで, 学生には一定額の

coCatalyst やルータの設定を実施する計画であった.

AWS プロモーションクレジットが提供され, 制限はあるも
のの多くの AWS 上のクラウドサービスが利用できる. 学

しかしながら今年度前期は, 新型コロナウィルスの影響

生が,AWS Educate を利用するには, 学生自身による AWS

で遠隔授業となり, 学生側で上記の実習環境を用意するこ

Educate アカウントの登録が必要となる. 通常の AWS アカ

とが難しいため, 以下のように変更し, シラバスや授業計画

ウントでは, 登録時にクレジットカードが必要となるが, 学

を変更した.

生向けの AWS Educate ではクレジットカードなしでも登

( 1 ) Linux サーバ環境として,AWS Educate を使った AWS

録できるスターターアカウントが用意されている.
本実習では, 学生の実習環境として,AWS Cloud9 を使用

Cloud9 環境を使用した.
( 2 ) 一関高専では, 国立高専のサイバーセキュリティ人材

した.AWS Cloud9 はブラウザベースで動作する統合開発

育成事業に参画しており, その一環としてサイバーセキュ

環境であり, 今回のように, 遠隔にいる学生にとっては, 少

リティ教育を盛り込むため, 情報通信研究機構 (NICT) が

ない手間（コスト）で演習環境を用意できるため, 実習に

今年度, 期間限定で公開している CYDER の教材を活用す

注力できると考えた. また, 学生によっては利用している

ることにした. なお, 本実習は CYDER の代替として実施

ネットワーク環境にファイアウォールが設置されており,

するものではない.

ネットワークポリシーの関係で,ssh/scp が利用できない

( 3 ) RaspberryPi によるセンサ実習およびネットワーク実

ケースもあったが, ブラウザベースの AWS Cloud9 であれ

習については, 後期に対面授業で実施することとした.

ば,https のポートが空いていれば利用できるため, シーム
レスな利用ができる点も, 遠隔授業での利用における大き

本報告では,CYDER と AWS Cloud9 を使った, 第 1 回

なメリットである. また, 筆者が試したところでは,iPad 上

目実習「ネットワーク管理者実習（１）
」と, 第 2 回目実習

の GoogleChrome からも利用可能であったことから, タブ

「ネットワーク管理者実習（２）
」について, 報告する. シラ

レットなどでも利用できることで, 多様な受講環境への学

バスについては, 以下の URL にて公開している.

習機会の提供という面でも有効であると考える.

AWS Educate の公式ページは以下の通りである.

https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/
PublicSyllabus?school_id=06&department_id=

https://aws.amazon.com/jp/education/awseducate/

15&subject_id=00

2.4 講義内容の配信
なお, 授業時間は, 週時間数を前期 45 分× 4 コマから, 遠隔

講義内容の配信については, 高専機構にて契約している

で実施する前期 45 分× 2 コマ, および対面で実施する後期

MicrosoftTeams を使用した. 理由としては, 学生は入学時

45 分× 2 コマとしている.

に,Microsoft365 アカウントが利用できる状態にあること
と, アカウントが学校側にて一元管理されており, セキュリ

2.2 CYDER について

ティ上の対応が取りやすい点を考慮した.

CYDER は, 情報通信研究機構 (NICT) にて実施してい

講義中に行き詰まった場合などの学生からのアクション

る「実践的サイバー防御演習」で, 組織の情報システム担

は,Teams 上のチャット機能にて受け付けるようにし, マイ

当者などを想定したサイバー攻撃に対する防御手法が学

クを使用できない学生にも配慮した. なお, 本講義では, 筆

べる演習である. 演習は集合形式で行われ, 情報通信研究

者を含めて, 教員３名および技術職員１名で実施して, 筆者

機構 (NICT) 北陸 StarBED 技術センターにある仮想演習

が講義中もしくは実演中における学生のサポートはチャッ

環境上で, 教材に沿った各種の演習を行う形となっている.

トを使って, 他の教職員にて対応した. また,Teams の挙手

CYDER の公式ページは以下の通りである.

機能を用いて, 学生が発言する際の意思表明や, 学生側の実
習の進行状況確認の呼びかけを行った.

https://cyder.nict.go.jp

なお, 講義を行う教員のカメラは, データダイエットの観
今回の一般公開では CYDER 教材のみが提供され, 情報通

点から, カメラ映像単体での配信は行わず, 講義映像の右下

信研究機構 (NICT) 北陸 StarBED 技術センターの仮想演

にスーパーインポーズし配信した. 下図にあるように, ス

習環境は利用できないため, 別途, 演習環境を用意する必要

ライドを使った説明では, 説明に合わせて, 青色ペンで矢印

があった. そこで利用したのが, クラウドサービスの AWS

や丸印などを記入して, 説明している部分が分かりやすい
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上に用意した EC2 サーバへ配置し, そのサーバから scp を

ように工夫した.

使って学生の AWS Cloud9 上へ取得する作業も実習に組
み込んだ. この作業は,CYDER 教材には含まれていない内
図 1

講義配信の様子

容だが, 実際のインシデント対応においても, 攻撃を受けた
恐れがあるサーバ上でログ調査などの作業は行わず, 別の
作業用端末での作業を行うことが多く, そのような実務を
想定した物とした. アクセスログの取得後は,grep コマンド
を使い, 攻撃の痕跡を探すことを実施した. その際, 正規表
現を併用すると,grep コマンドでの検索効率が上がること
から, 同時に簡単な正規表現についても学習内容に盛り込
んだ.
以下に AWS Cloud9 での実習の様子を示す.
図 3

2.5 講義資料の配布

第 1 回目実習の様子

講義では以下の資料を使用した.

• CYDER 教材
– この資料は配布せずに,Teams による画面共有で投影
し, 説明を行った.

• オリジナル実習手順書
– 学内の moodle から学生自身が必要に応じてダウン
ロードする形にて提供した.

2.6 遠隔実習のシステム構成概要
以下に遠隔実習で用いたシステムの構成概要を示す.
図 2

第 1 回目の授業後に実施したアンケートでは以下の結果
となった.

システム構成概要

図 4

第 1 回目実習のアンケート結果-講義の理解度

3. 実践内容
今回の実習では, 本実習科目の到達目標である Linux 上
で処理を行う点と, 遠隔で実現可能な点を考慮し,CYDER
教材中から 2 回分を選び, 実施した.

3.1 第 1 回目の実習

講義の理解度は,「よく理解できた」と「少しは理解でき

第 1 回目は, セキュリティインシデント対応の流れを学

た」を合わせると,68%の学生が, 実習から得る物があった

習するため, 事前オンライン学習教材にて概略を説明した.

と考えられる. また,「全然理解できなかった」学生は 0%

その上で, トリアージ編にて, アクセスログから攻撃の痕

であったが,「あまり理解できなかった」学生が,32%存在

跡を見つける実習を行った. 演習用アクセスログは,AWS

した.
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図 5

イル, 実行までの一連の流れも学習した.

第 1 回目実習のアンケート結果-講義の難易度

以下に AWS Cloud9 での実習の様子を示す.

図 7

第 2 回目実習の様子

講義の難易度は, やや難しいが 74%と, ちょうど良いの

26%を大幅に上回っており, 難易度が高めだと感じた学生
が多かった.
第 2 回目の授業後に実施したアンケートでは以下の結果
図 6

となった.

第 1 回目実習のアンケート結果-講義の進行速度

図 8

第 2 回目実習のアンケート結果-講義の理解度

講義の進行速度は,79%の学生がちょうど良いと感じてお
り, 概ね良好であった.

3.2 第 2 回目の実習
第 2 回目では, 封じ込め・根絶編として, 検出したマル
ウェアの疑いがある演習用ファイルから, ハッシュ値を取
り出して,VirusTotal でハッシュ値によるマルウェア判定

講義の理解度は,「よく理解できた」と「少しは理解でき

を行った. ここまでは CYDER 教材の内容だが,Linux 上で

た」を合わせると,56%の学生が, 実習から得る物があった

の処理に関する追加の学習項目として, ハッシュ値の計算

と考えられる. また,「全然理解できなかった」と「あまり

方法を学ぶため,md5 を求めるソースコードを git hub から

理解できなかった」学生を合わせると 42%と, 第 1 回目と

取得して, ソースコードレビューおよび簡単な改修, コンパ

比べると増加した.
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図 9

第 2 回目実習のアンケート結果-講義の難易度

4. まとめ
大筋では, 多くの学生が関心を持って, 実習に取り組めた
事は, 一定の成果が得られたと考える. しかしながら,CY-

DER 教材は, 情報セキュリティ担当者などの実務家を対象
としているため, 本科 3 年の学生にとっては, 用語など難し
い部分もあったと考える. ただ, セキュリティインシデン
ト対応の流れを学習しつつ, その過程で使用する Linux コ
マンドを実習したため, 実践的な知識を得る機会となった
のではないかと考える.
また, 遠隔実習での注意点として, 学生の様子が分かりに
くく, 実習に付いて来れているのか, もしくは脱落している
のか, 判断が難しいと感じた. 遠隔実習中の学生の状況を
把握する手法については, 一案としては, 学生の操作画面を
見て, 状況を把握することが考えられるが, データダイエッ
トとの両立を含めた, 今後の更なる研究や実践が必要であ
講義の難易度は,「ちょうど良い」と「簡単すぎる」が 42%
と第 1 回目よりも多少増加しているが, 依然として,58%の
学生が難易度が高めだと感じている.

ると考える.

5. 謝辞
今回,CYDER 教材を一般公開していただいた, 情報通信

図 10

研究機構に感謝の意を表する. CYDER は, 実証実験を含

第 2 回目実習のアンケート結果-講義の進行速度

めると 2013 年から継続しており, 多くの知見を基に構成さ
れていることもあり, 非常に実践的かつ完成度が高い教材
であると感じた.
また,AWS Educate プログラムを提供している AWS

Japan にも感謝を申し上げる. AWS Japan の協力で,2019
年度に, 高専サイバーセキュリティ人材育成事業の一環で,
旭川高専にて学生向けにハンズオン演習を開講した. その
ハンズオン演習で得た知見が,AWS Cloud9 の活用など, 今
回の遠隔実習でも大いに役立った.
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